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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）平成20年３月期第2四半期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減については記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 2,320 ― △60 ― △59 ― △31 ―

20年3月期第2四半期 2,822 ― △149 ― △149 ― △584 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △1,133.23 ―

20年3月期第2四半期 △20,369.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 1,505 722 48.0 25,615.52
20年3月期 1,848 754 40.8 26,748.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  722百万円 20年3月期  754百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

（注）平成20年３月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率については記載しておりません。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,116 ― 100 ― 99 ― 95 ― 3,391.82

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、３ページ「４．その他 （1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、３ページ「４．その他 （2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年３月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、平成20年３月期第２四半期の期中平均株式数（四半期累計期間）については記載し
ておりません。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  29,560株 20年3月期  29,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,343株 20年3月期  1,343株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  28,217株 20年3月期第2四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の業績等は業
況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間における日本経済は、原油及び原材料価格の高騰や円高・ドル安、米国のサブプライム住宅

ローン問題に端を発する経営破たんの増加、株式市場の混乱に伴う世界経済の減速懸念の高まりや、ガソリン・食料

品価格等の上昇に伴う消費者心理の急速な冷え込みにより、景気の先行き不透明感が一層増幅しております。

　こうした経済状況のもと、当社を取り巻く市場環境としては、インターネット広告市場において、2007年度　6,003

億円（電通発表）前年比 124%の増加と引き続き高い成長が見込まれます。一方ウェブインテグレーション市場につい

ては、上記マクロ経済悪化の影響から国内企業の設備投資に抑制の兆しがあり、顧客企業がより付加価値、費用対効

果の高いサービスの提供を志向することが想定されます。

　このような顧客企業の志向に対応するべく、マーケティング戦略立案からSEM、SEO、LPO等の顧客サイトへの集客、

ウェブサイト制作、運用、改善提案に至るまでトータルにサポートすることができるという当社の特徴・強みがより

顧客企業に認知されるように専門プランニング部門を新設し、ネット広告、ウェブサイト制作の統合営業を更に本格

化させ、消費者データに基づいたネットマーケティングサービスの提供に注力して参りました。また、販売管理費等

のコスト抑制は前事業年度より引き続き実施したものの、第１四半期会計期間で実施したマーケティング戦略の再確

立に伴う初期準備コストや新卒人員の人件費の増加を賄うまでには至らず結果、売上高 2,320百万円、営業損失 60百

万円、経常損失 59百万円、当第２四半期累計期間における四半期純損失 31百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態

　（総資産）

　　当第２四半期会計期間末の総資産は1,505百万円（前事業年度末比343百万円の減少）となりました。これは主と

　して、売掛債権が減少したことによるものです。

　（負債）

　　当第２四半期会計期間末の負債は782百万円（前事業年度末比311百万円の減少）となりました。これは主とし　

　て、買掛金が94百万円、借入金が100百万円、長期リース資産減損勘定が84百万円減少したことによるものです。

　（純資産）

　　純資産につきましては722百万円（前事業年度末比31百万円の減少）となりました。これは主として、四半期純

　損失によるものです。

(2)キャッシュ・フローの状況

　　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前事業年度末に比べ29

　百万円の減少となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、14百万円となりました。収入の主な内訳は、売

　上債権の減少280百万円によるものであり、支出の主な内訳は、税引前四半期純損失30百万円、仕入債務の減少94

　百万円及びその他の流動負債の減少103百万円によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は、55百万円となりました。これは主として、投資

　有価証券の売却によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、100百万円となりました。これは、借入金の返

　済によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の通期業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表した業績予想からの変更はございません。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

　税金費用の計算

　　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

　の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

　る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

　則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

　が、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

　日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

　づく簿価切下げの方法）により算定しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

　③リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

　が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

　会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

　16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

　月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１

　四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

　数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

　　なお、平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸

　借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 495,114 525,105

受取手形及び売掛金 709,605 991,378

仕掛品 41,110 59,102

その他 35,529 39,430

貸倒引当金 △1,441 △6,924

流動資産合計 1,279,917 1,608,093

固定資産   

有形固定資産 40,432 43,884

無形固定資産 2,515 1,726

投資その他の資産   

敷金及び保証金 154,621 155,831

その他 27,664 38,816

投資その他の資産合計 182,285 194,647

固定資産合計 225,233 240,258

資産合計 1,505,151 1,848,351

負債の部   

流動負債   

買掛金 348,285 442,346

短期借入金 49,996 100,000

1年内返済予定の長期借入金 50,000 100,000

未払金及び未払費用 206,241 194,016

未払法人税等 5,279 5,500

賞与引当金 37,309 51,152

事業整理損失引当金 1,664 15,200

支社閉鎖損失引当金 1,614 －

その他 30,181 49,378

流動負債合計 730,571 957,594

固定負債   

長期リース資産減損勘定 51,786 135,986

固定負債合計 51,786 135,986

負債合計 782,358 1,093,581



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △404,804 △372,828

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 722,793 754,769

純資産合計 722,793 754,769

負債純資産合計 1,505,151 1,848,351



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,320,082

売上原価 1,936,646

売上総利益 383,435

販売費及び一般管理費 444,329

営業損失（△） △60,893

営業外収益  

受取利息 588

受取配当金 266

償却債権取立益 3,622

その他 941

営業外収益合計 5,419

営業外費用  

支払利息 1,269

支払手数料 2,239

その他 994

営業外費用合計 4,502

経常損失（△） △59,977

特別利益  

投資有価証券売却益 46,716

その他 709

特別利益合計 47,426

特別損失  

支社閉鎖損失 14,685

支社閉鎖損失引当金繰入額 1,614

その他 1,235

特別損失合計 17,535

税引前四半期純損失（△） △30,086

法人税等 1,890

四半期純損失（△） △31,976



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △30,086

減価償却費 4,319

支社閉鎖損失 14,685

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △13,535

支社閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,482

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,842

受取利息及び受取配当金 △855

支払利息 1,269

投資有価証券売却損益（△は益） △46,716

投資有価証券評価損益（△は益） 1,235

売上債権の増減額（△は増加） 280,298

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,992

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,161

仕入債務の増減額（△は減少） △94,061

その他の流動負債の増減額（△は減少） △103,593

小計 17,401

利息及び配当金の受取額 855

利息の支払額 △1,046

法人税等の支払額 △2,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,308

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △590

無形固定資産の取得による支出 △1,066

投資有価証券の取得による支出 △598

投資有価証券の売却による収入 56,750

その他の収入 1,210

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,704

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △50,004

長期借入金の返済による支出 △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,991

現金及び現金同等物の期首残高 525,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 495,114



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

「参考資料」

前年同四半期にかかる財務諸表

(１)　中間損益計算書

 

前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,822,637 100.0

Ⅱ　売上原価  2,429,555 86.1

売上総利益  393,081 13.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  542,356 19.2

営業損失  149,274 △5.3

Ⅳ　営業外収益  1,784 0.1

Ⅴ　営業外費用  2,493 0.1

経常損失  149,983 △5.3

Ⅵ　特別利益  2,384 0.1

Ⅶ　特別損失  435,257 15.4

税引前中間純損失  582,856 △20.6

法人税、住民税及び事業税  1,642 0.1

中間純損失  584,498 △20.7

    

（注）平成20年３月期は決算期変更を行っておりますので、前年度の中間会計期間は平成19年６月１日から平成19年11月

　　　30日となっております。

－ 1 －



(２)　中間キャッシュ・フロー計算書

 

前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１　税引前中間純損失 △582,856

２　減価償却費 8,316

３　減損損失 174,335

４　事業閉鎖損失 73,697

５　事業閉鎖損失引当金の増加額 69,920

６　貸倒引当金の減少額 △2,384

７　賞与引当金の増減額 △11,084

８　受取利息配当金 △1,636

９　支払利息 1,301

10　投資有価証券評価損 57,331

11　固定資産除却損 2,154

12　売上債権の増減額 △261,209

13　たな卸資産の増減額 △16,243

14　その他の流動資産の増減額 106,548

15　仕入債務の増減額 78,876

16　その他の流動負債の増加額 3,777

17　リース資産減損勘定の支払額 △2,851

小計 △302,006

18　利息及び配当金の受取額 1,636

19　利息の支払額 △1,223

20　法人税等の支払額 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △303,884

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１　定期預金の預入による支出 △500,000

２　定期預金の払戻による収入 500,000

３　無形固定資産の取得による支出 △22,593

４　投資有価証券の取得による支出 △603

５　その他の投資による支出 △6,501

６　その他の投資による収入 360

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,337

－ 2 －



 

前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１　短期借入金の増減額 30,000

２　長期借入金の返済による支出 △66,000

３　自己株式の取得による支出 △45,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,415

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △414,637

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 997,873

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 583,236

  

（注）平成20年３月期は決算期変更を行っておりますので、前年度の中間会計期間は平成19年６月１日から平成19年11月

　　　30日となっております。

－ 3 －
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