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問合せ先責任者   (役職名)取締役   最高財務責任者(CFO)  (氏名)小川 大介  TEL(03)5775－6070 

配当支払開始予定日 未定 
 

(百万円未満切捨て) 

１. 平成20年12月期第３四半期の業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日） 

 (1) 経営成績                                 (％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（当期）純利益 

  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％ 

20年12月期第３四半期 1,203 (14.0)  △4 (―)  △11 (―)  △15 (―) 

19年12月期第３四半期  1,055 (△28.3)  △175 (―)  △174 (―)  △220 (―) 

19年12月期  1,462   △195   △194   △242  
 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期(当期)純利益 

  円 銭  円 銭 

20年12月期第３四半期  △3 41  ― ― 

19年12月期第３四半期  △49 79  ― ― 

19年12月期  △54   79  ― ― 

(注) 20年12月期第３四半期、19年12月期第３四半期、及び19年12月期に係る潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益につい

ては、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 

 

 (2) 財政状態 

 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 

20年12月期第３四半期  658  413  62.8  93   66 

19年12月期第３四半期  967  451  46.6  102   08 

19年12月期  918  429  46.7  97   10 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

  百万円 百万円 百万円 百万円 

20年12月期第３四半期  △35  19  △233  172 

19年12月期第３四半期  △267  △25  △142  476 

19年12月期  △273  △48  △168  421 

 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第３四半期末 

  円 銭 

20年12月期第３四半期  ― ― 

19年12月期第３四半期  ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
㈱エルゴ・ブレインズ(4309) 平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) 

2 

 

３. 平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

当社が属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、業績の予想を行

うことが困難であります。そのため、業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示のルールに従

い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。 

 

４. その他 

(1) 四半期財務諸表の作成基準 ：中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

   (注) 詳細は、11 ページ「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ：無 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 営業成績に関する定性的情報 

当第３四半期(平成20年１月１日～平成20年９月30日)における当社は、メール広告及びＥコマース事業の売上が

堅調に推移し、売上高は1,203,185千円（前年同期比14.0％増）となりました。売上原価は、Ｅコマース事業の業容

拡大等に伴い409,203千円（前年同期比17.7％増）となりました。また広告宣伝費を中心としたコスト削減に取り組

んだ結果、販売費及び一般管理費は798,790千円（前年同期比9.6％減）となりましたが、営業損失は4,808千円（前

年同期は175,470千円の営業損失）、四半期純損失は15,049千円（前年同期は220,030千円の四半期純損失）となりま

した。 

 

２． 財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末に比べて 259,642 千円減

少し、658,735 千円となりました。負債につきましては、社債の償還等により前事業年度末に比べ 244,406 千円減少

し、244,899 千円となりました。純資産につきましては、前事業年度末に比べ 15,236 千円減少し、413,835 千円とな

りました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが、たな卸資産の増加等により

35,728 千円のマイナスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等に

より 19,913 千円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び長期借入金の返済

による支出により 233,330 千円のマイナスとなりました。これらの結果、現金及び現金同等物の第３四半期末残高は

前事業年度末に比べ 249,145 千円減少し、172,156 千円となりました。 

 

３． 業績予想に関する定性的情報 

当社は新規事業に積極的に取り組んでいること、また、市場環境の激しい変化が業績に大きく影響を与える可能

性があることなどから、現時点では業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示のルールに従い、

開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。 
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４． 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   476,666   172,156   421,302  

 ２ 受取手形   546   ―   ―  

 ３ 売掛金   181,810   189,927   178,888  

 ４ たな卸資産   19,456   61,353   20,859  

 ５ 前払費用   21,176   23,091   25,374  

 ６ 未収入金   2,412   2,479   2,437  

 ７ その他   18,561   1,624   19,387  

   貸倒引当金   △88   △192   △138  

  流動資産合計   720,541 74.5  450,439 68.4  668,110 72.7 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※１  57,477 5.9  45,093 6.8  53,868 5.9 

 ２ 無形固定資産   27,406 2.8  32,815 5.0  35,212 3.8 

 ３ 投資その他の資産           

  (1)投資有価証券  42,188   10,773   41,164   

  (2)関係会社株式  4,900   4,900   4,900   

  (3)長期前払費用  13,070   12,870   13,036   

  (4)差入保証金  102,086   101,842   102,086   

  (5)破産更生債権等  123,355   123,210   123,087   

   貸倒引当金  △123,355 162,244 16.8 △123,210 130,386 19.8 △123,087 161,186 17.6 

   固定資産合計   247,128 25.5  208,295 31.6  250,267 27.3 

   資産合計   967,669 100.0  658,735 100.0  918,378 100.0 
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前第３四半期会計期間末 

(平成19年９月30日) 
当第３四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 買掛金   22,596   17,561   21,294  

 ２ 一年以内返済予定 
     長期借入金 

  59,429   39,996   39,996  

 ３ 一年以内償還社債   ―   ―   200,000  

 ４ 未払金   52,411   38,397   51,573  

 ５ 未払費用   8,900   3,962   9,330  

 ６ 未払法人税等   1,613   4,009   3,673  

 ７ その他 ※２  11,757   19,904   9,201  

   流動負債合計   156,709 16.2  123,831 18.8  335,070 36.5 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   200,000   ―   ―  

 ２ 長期借入金   140,006   100,010   133,340  

 ３ ポイント引当金   19,829   21,057   20,822  

 ４ 繰延税金負債   50   ―   72  

   固定負債合計   359,885 37.2  121,067 18.4  154,235 16.8 

   負債合計   516,594 53.4  244,899 37.2  489,305 53.3 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   948,145 98.0  948,145 143.9  948,145 103.2 

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金  270,876   270,876   270,876   

(2)その他資本剰余金  356,961   356,961   356,961   

資本剰余金合計   627,838 64.9  627,838 95.3  627,838 68.4 

３ 利益剰余金           

 (1)その他利益剰余金           

 繰越利益剰余金  △1,084,508   △1,121,612   △1,106,562   

利益剰余金合計   △1,084,508 △112.1  △1,121,612 △170.3  △1,106,562 △120.5 

４ 自己株式   △40,482 △4.2  △40,521 △6.1  △40,521 △4.4 

株主資本合計   450,993 46.6  413,850 62.8  428,900 46.7 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
      評価差額金   81   △14   172  

評価・換算差額等 
    合計 

  81 0.0  △14 0.0  172 0.0 

純資産合計   451,074 46.6  413,835 62.8  429,072 46.7 

負債純資産合計   967,669 100.0  658,735 100.0  918,378 100.0 
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(２) 四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   1,055,915 100.0  1,203,185 100.0  1,462,175 100.0 

Ⅱ 売上原価   347,761 32.9  409,203 34.0  494,215 33.8 

   売上総利益   708,153 67.1  793,981 66.0  967,959 66.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   883,624 83.7  798,790 66.4  1,163,136 79.5 

営業損失   △175,470 △16.6  △4,808 △0.4  △195,176 △13.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  22,002 2.1  22,426 1.9  28,903 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  21,129 2.0  28,747 2.4  28,540 2.0 

   経常損失   △174,598 △16.5  △11,128 △0.9  △194,812 △13.3 

Ⅵ 特別利益   410 0.0  322 0.0  365 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３  44,012 4.2  230 0.0  45,197 3.1 

 税引前第３四半期(当期)
純損失   △218,200 △20.7  △11,036 △0.9  △239,644 △16.4 

 法人税、住民税及び 
 事業税  1,830   4,013   2,440   

 法人税等調整額  ─ 1,830 0.1 ─ 4,013 0.3 ─ 2,440 0.2 

 第３四半期(当期)純損失   △220,030 △20.8  △15,049 △1.2  △242,084 △16.6 
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 (３) 四半期株主資本等変動計算書 

  前第３四半期会計期間 (自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益 
剰余金 項目 

資本金 

資本 
準備金 

その他資
本剰余金 

資本剰余 
金合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028 

第３四半期会計期間中の
変動額         

四半期純損失     △220,030 △220,030  △220,030 

 自己株式の取得       △5 △5 

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

        

第３四半期会計期間中の
変動額合計(千円) ― ― ― ― △220,030 △220,030 △5 △220,035 

平成19年９月30日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,084,508 △1,084,508 △40,482 450,993 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高 
(千円) 62 62 671,090 

第３四半期会計期間中の
変動額   

四半期純損失  △220,030 

 自己株式の取得   △5 

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

19 19 19 

第３四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 19 19 △220,015 

平成19年９月30日残高  
(千円) 81 81 451,074 
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  当第３四半期会計期間 (自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益 
剰余金 項目 

資本金 

資本 
準備金 

その他資
本剰余金 

資本剰余 
金合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計 

平成19年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,106,562 △1,106,562 △40,521 428,900 

当第３四半期会計期間中
の変動額         

四半期純損失     △15,049 △15,049  △15,049 

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

        

当第３四半期会計期間中
の変動額合計(千円) ― ― ― ― △15,049 △15,049 ― △15,049 

平成20年９月30日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,121,612 △1,121,612 △40,521 413,850 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成19年12月31日残高 
(千円) 172 172 429,072 

当第３四半期会計期間中
の変動額   

四半期純損失  △15,049 

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

△186 △186 △186 

当第３四半期会計期間中
の変動額合計(千円) △186 △186 △15,236 

平成20年９月30日残高  
(千円) △14 △14 413,835 
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  前事業年度 (自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益 
剰余金 項目 

資本金 

資本 
準備金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028 

事業年度中の変動額         

当期純損失     △242,084 △242,084  △242,084 

 自己株式の取得       △43 △43 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額  
(純額) 

        

事業年度中の変動額合計 
(千円) ― ― ― ― △242,084 △242,084 △43 △242,128 

平成19年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,106,562 △1,106,562 △40,521 428,900 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成18年12月31日残高 
 (千円) 62 62 671,090 

事業年度中の変動額    

 当期純損失   △242,084 

 自己株式の取得   △43 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
(純額) 

110 110 110 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 110 110 △242,018 

平成19年12月31日残高  
(千円) 172 172 429,072 
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 (４) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
  至 平成19年12月31日) 科 目 

注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  税引前第３四半期(当期)純損失  △218,200 △11,036 △239,644 

 2.  減 価 償 却 費  12,324 10,026 16,650 

 3.  ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 額  10,207 11,593 14,591 

 4.  投 資 有 価 証 券 評 価 損  21,488 ― 22,625 

 5.  貸倒引当金の増減額(△は減少)  △271 176 △489 

 6.  ポイント引当金の増減額(△は減少)  △26,931 234 △25,937 

 7.  受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金  △1,066 △758 △1,199 

 8.  支 払 利 息 及 び 社 債 利 息  4,103 3,647 5,484 

 9.  固 定 資 産 除 却 損  22,461 230 22,509 

10.  売上債権の増減額 (△は増加 )  8,825 △11,161 12,561 

11.  た な 卸 資 産 の 増 加 額  △4,506 △40,494 △5,909 

12.  前 払 費 用 の 減 少 額  6,983 2,282 2,785 

13.  未収消費税の増減額(△は増加)  △11,488 17,490 △17,490 

14.  仕 入 債 務 の 減 少 額  △13,951 △3,733 △15,252 

15.  未 払 金 の 減 少 額  △29,197 △13,176 △19,985 

16.  未払消費税等の増減額(△は減少)  △39,469 12,010 △39,469 

17.  そ の 他  △5,091 △5,970 △665 

小                 計  △263,780 △28,639 △268,834 

18.  利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額  1,082 776 1,213 

19.  利 息 の 支 払 額  △4,030 △4,334 △5,162 

20.  法 人 税 等 の 支 払 額  △1,054 △3,530 △1,080 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △267,782 △35,728 △273,863 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  有形固定資産の取得による支出  △9,039 △2,314 △11,654 

 2.  有形固定資産の売却による収入  ― ― 356 

 3.  無形固定資産の取得による支出  △2,116 △8,363 △22,507 

 4.  投資有価証券の取得による支出  △30,131 ― △30,131 

 5.  投資有価証券の売却による収入  ― 30,347 ― 

 6.  差入保証金の預入れによる支出  △9,457 ― △9,457 

 7.  差 入保証 金の返 還による 収入  36,701 244 36,701 

 8.  長期前払費用の増加による支出  △206 ― △346 

 9.  そ の 他  △11,280 ― △11,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,530 19,914 △48,675 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  長 期借入 金の返 済による 支出  △142,741 △33,330 △168,840 

 2.  社 債 償 還 に よ る 支 出  ― △200,000 ― 

 3.  自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出  △5 ― △43 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △142,746 △233,330 △168,883 

Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額  △436,058 △249,145 △491,422 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  912,724 421,302 912,724 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 ※１ 476,666 172,156 421,302 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会 

社株式 

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会 

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会 

社株式 

同左 

  ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   第３四半期末日の市

場価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。なお、評価差額は

全部純資産直入法によ

り処理しており、売却

原価は移動平均法によ

り算定しております。 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部純

資産直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。 

   時価のないもの 

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

   時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

(1) 商品 

   移動平均法による原 

  価法を採用しておりま

す。 

(1) 商品 

同左 

(1) 商品 

同左 

(2) 仕掛品 

   個別法による原価法 

  を採用しております。 

(2) 仕掛品 

同左 

(2) 仕掛品 

同左 

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(3) 貯蔵品 

最終仕入原価法によ 

  る原価法を採用してお 

  ります。 

(3) 貯蔵品 

同左 

(3) 貯蔵品 

同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

３ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 ①平成19年３月31日以

前に取得した有形固

定資産 

   法人税法の定めと同
一の基準による旧定率
法を採用しておりま
す。 

 ②平成19年４月１以後に
取得した有形固定資産 

   法人税法の定めと同
一の基準による定率法
を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は
以下のとおりでありま
す。 

   建物   ８～15年 
   器具備品 ４～15年 
(会計処理の変更) 
   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正
する法律 平成19年３
月30日 法律第６号) 

  及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令 

  平成19年３月30日 政
令第83号))に伴い、当
第３四半期会計期間か
ら平成19年４月１日以
降に取得した有形固定
資産について、改正後
の法人税法に基づく減
価償却の方法に変更し
ております。 
これにより営業損

失、経常損失および税
引前第３四半期純損
失に与える影響は軽
微であります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(追加情報) 
   法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日
以前に取得した資産に
ついては、改正前の法
人税法に基づく減価償
却の方法の適用により
取得価額の５％に到達
した事業年度の翌事業
年度より、取得価額の
５％相当額と備忘価額
との差額を５年間にわ
たり均等償却し、減価
償却費に含めて計上し
ております。 

これにより営業損
失、経常損失および税
引前第３四半期純損失
に与える影響は軽微で
あります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(会計処理の変更) 
   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正
する法律 平成19年３
月30日 法律第６号) 

  及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令 

  平成19年３月30日 政
令第83号))に伴い、当
事業年度から平成19年
４月１日以降に取得し
た有形固定資産につい
て、改正後の法人税法
に基づく減価償却の方
法に変更しておりま
す。 

これにより営業損
失、経常損失および税
引前当期純損失に与え
る影響は軽微でありま
す。 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用) 

社内における見込利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用) 

同左 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用) 

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる

損失に備えて、一般債権

については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については

個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)ポイント引当金 

 ドリームメール会員

等に対し、メール受信・

アンケート回答等に関

して付与したポイント

の使用により今後発生

すると見込まれる景品

交換費用等に備えるた

め、当第３四半期末にお

いて将来使用されると

見込まれる額を計上し

ております。 

(2)ポイント引当金 

同左 

(2)ポイント引当金 

 ドリームメール会員

等に対し、メール受信・

アンケート回答等に関

して付与したポイント

の使用により今後発生

すると見込まれる景品

交換費用等に備えるた

め、当事業年度末におい

て将来使用されると見

込まれる額を計上して

おります。 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有者

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

については、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。 

同左 同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

等に関しては、特例処理

を採用しております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

――― 

(1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

等に関しては、特例処理

を採用しております。 

 (2)主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

ヘッジ手段 金利 

スワップ 

ヘッジ対象 借入金 
 

(2)主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

――― 

(2)主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

ヘッジ手段 金利 

スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

 (3)ヘッジ方針 

 内規に基づき、金利変

動リスクをヘッジして

おります。 

(3)ヘッジ方針 

――― 

(3)ヘッジ方針 

 内規に基づき、金利変

動リスクをヘッジして

おります。 

 (4)ヘッジ有効性評価の方

法 

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方

法 

――― 

(4)ヘッジ有効性評価の方

法 

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。 

７ 四半期キャッシ

ュ・フロー計算書

における資金の範

囲 

 第３四半期キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、且つ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。 

 第３四半期キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する定期預金か

らなっております。 

 キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来

する定期預金からなってお

ります。 

８ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式により処理して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前第３四半期会計期間 (自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

 
当第３四半期会計期間 (自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

 
前事業年度 (自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

該当事項はありません。 
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(５) 注記事項 

(四半期貸借対照表) 

前第３四半期会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

――― 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

 146,799千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

 138,355千円 
 

※２ 消費税等の取扱い 

――― 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

――― 

 

(四半期損益計算書関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

――― 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 727千円 

受取手数料 313千円 

業務委託料収入 1,800千円 

家賃収入 18,141千円 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,138千円 

受取手数料 897千円 

業務委託料収入 2,400千円 

家賃収入 24,407千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

――― 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 2,882千円 

社債利息 764千円 

家賃原価 18,141千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,382千円 

社債利息 1,101千円 

家賃原価 23,054千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

――― 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  

 器具及び備品 230千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  

 器具及び備品 2,096千円 

 建物付属設備 8,862千円 

 大阪オフィス 

 原状回復費 

11,550千円 

合計 22,509千円 

投資有価証券 

評価損 

22,625千円 

 
４ 減価償却実施額 

――― 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,026千円 

無形固定資産 11,593千円 
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,650千円 

無形固定資産 14,591千円 
 

 



 
 
 

 
㈱エルゴ・ブレインズ(4309) 平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結) 

17 

 

(四半期株主等変動計算書関係) 

 当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 

（株） 

当第３四半期 

会計期間 

増加株式数 

（株） 

当第３四半期 

会計期間 

減少株式数 

（株） 

当第３四半期 

会計期間末 

株式数 

（株） 

発行株式     

 普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600 

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600 

自己株式     

 普通株式 67,932 ― ― 67,932 

合計 67,932 ― ― 67,932 

 

 ２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 

当第３四半
期会計期間

増加 

当第３四半
期会計期間

減少 

当第３四半
期会計期間

末 

当第３四半期
会計期間末 

残高 
（千円） 

平成13年５月 

新株引受権  

(注)１ 

普通株式 304,000 ─ 5,100 298,900 ─ 

平成13年11月 

新株引受権  

(注)２ 

普通株式 3,700 ─ 900 2,800 ─ 

平成15年６月 

新株予約権  

(注)３ 

普通株式 55,400 ─ 55,400 ─ ─ 

平成17年12月 

新株予約権 

(注)４ 

普通株式 111,100 ─ 9,900 101,200 ─ 

提出会社 

平成18年４月 

新株予約権 

(注)５,６ 

普通株式 75,500 ─ 6,000 69,500 ─ 

合計 ― ― ─ ─ ─ ─ ─ 

(注)１ 平成13年５月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ２ 平成13年11月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ３ 平成15年６月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却および権利行使期間終了による

ものであります。 

  ４ 平成17年12月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ５ 平成18年４月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ６ 平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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 前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数 

（株） 

当事業年度 

増加株式数 

（株） 

当事業年度 

減少株式数 

（株） 

当事業年度末 

株式数 

（株） 

発行株式     

 普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600 

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600 

自己株式     

 普通株式 67,760 172 ― 67,932 

合計 67,760 172 ― 67,932 

(注) 自己株式の増加172株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 前事業 

年度末 
当事業年度

増加 
当事業年度

減少 
当事業年度

末 

当事業年度末
残高 

（千円） 

平成13年５月 

新株引受権  
普通株式 304,000 ─ ─ 304,000 ─ 

平成13年11月 

新株引受権  
普通株式 3,700 ─ ─ 3,700 ─ 

平成15年６月 

新株予約権  
普通株式 55,400 ─ ─ 55,400 ─ 

平成17年12月 

新株予約権 

(注)１、３ 

普通株式 143,400 ─ 32,300 111,100 ─ 

提出会社 

平成18年４月 

新株予約権 

(注)２、３ 

普通株式 87,500 ─ 12,000 75,500 ─ 

合計 ― ― ─ ─ ─ ─ ─ 

(注)１ 平成17年12月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ２ 平成18年４月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ３ 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 172,156千円 

現金及び現金同等物 172,156千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成19年12月31日現在) 

現金及び預金勘定 421,302千円 

現金及び現金同等物 421,302千円 
 

 

 

(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び第３四半期末残高相当額 

 取得価額相

当額 
(千円) 

減価償却累

計額相当額 
(千円) 

期末残高相

当額 
(千円) 

工具器具備品 171,822 118,470 53,351 

合計 171,822 118,470 53,351 
 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額相

当額 
(千円) 

減価償却累

計額相当額 
(千円) 

期末残高相

当額 
(千円) 

工具器具備品 171,822 100,146 71,675 

合計 171,822 100,146 71,675 
 

２ 未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年以内 35,835 千円 

１年超 15,076 千円 

合計 50,912 千円 
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 37,611 千円 

１年超 26,297 千円 

合計 63,908 千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 13,520 千円 

減価償却費相当額 18,324 千円 

支払利息相当額 523 千円 
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 38,269 千円 

減価償却費相当額 36,428 千円 

支払利息相当額 1,546 千円 
 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年12月31日) 

 

取得原価 

(千円) 

四半期貸借対

照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価 

(千円) 

貸借対照表計

上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 80 65 △14 80 145 65 

その他 ― ― ― 30,131 30,310 179 

合計 80 65 △14 30,211 30,456 244 

 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年12月31日) 

 

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

非上場株式 10,708 10,708 

合計 10,708 10,708 

（2）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式 0 0 

関連会社株式 4,900 4,900 

合計 4,900 4,900 

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

   至 平成19年12月31日） 

―――――  当社が利用しているデリバティブ取引については、すべ

てヘッジ会計を適用しているので掲載を省略しておりま

す。 
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(ストック・オプション等関係) 

 

前第３四半期会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日） 
該当事項はありません。 
 
 

当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成19年９月30日） 
該当事項はありません。 
 
 

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 
該当事項はありません。 
 

 

 

(持分法投資損益等) 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 23,253 

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △24,918 

 

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 48,171 

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △34,685 
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 (１株当たり情報) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり純資産額  １株当たり純資産額  １株当たり純資産額  

 102円08銭  93円66銭  97円10銭 

１株当たり四半期純損失  １株当たり四半期純損失  １株当たり当期純損失  

 49円79銭  3円41銭  54円79銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

 １株当たり四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

 １株当たり四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

 １株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。 

 

 (注) １株当たり第３四半期(当期)純損失、及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

第３四半期(当期)純損失 

(千円) 
△220,030 △15,049 △242,084 

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
― ― ─ 

普通株式に係る第３四半期(当期)
純損失 

(千円) 
△220,030 △15,049 △242,084 

普通株式の期中平均株式数 

(株) 
― 4,418,668 4,418,802 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第３四半期(当

期)純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要 

――――― 

 

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 2,989個) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 28個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

 平成15年３月27日 

 (新株予約権 0個) 

 株主総会決議日 

 平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,012個) 

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 695個) 

 

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 3,040個) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 37個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

  平成15年３月27日 

 (新株予約権 554個) 

 株主総会決議日 

 平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,111個) 

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 755個) 
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(重要な後発事象) 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

――――― ――――― １ ストックオプション(新株予約

権)について 

   当社は、平成20年２月18日開催の

取締役会において、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づき、

以下のとおりストックオプションと

して、株主以外の者に対して特に有利

な条件をもって新株予約権を発行す

ることの承認を求める議案並びに本

件新株予約権の募集事項の決定を取

締役会に委任することの承認を求め

る議案を、平成20年３月25日開催予定

の第11期定時株主総会に提案するこ

とを決議いたしました。 

  ・新株予約権の目的となる株式の種 

 類 

当社普通株式 

・新株予約権割当の対象者 

当社の従業員及び当社子会社の

取締役、監査役並びに従業員に割

り当てるものとする。 

・新株予約権発行の要領 

  ① 新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式60,000株を上限と

する。 

  ② 新株予約権の総数 

600個を上限とする。(新株予約

権１個につき普通株式100株。た

だし、①に定める株式の数の調

整を行った場合は、同様の調整

を行う。) 

  ③ 新株予約権の価額 

金銭の払込を要しないものとす 

る。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

――――― ――――― ④ 新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は金銭とし、

新株予約権の行使に際して交付

を受けることができる株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使

価額」という。）に当該新株予約

権の目的となる株式の数を乗じ

た金額とする。 

行使価額は、新株予約権を割り当

てる日（以下、「割当日」という。）

の属する月の前月の各日（取引が

成立していない日を除く。）にお

ける大阪証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.1を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とする。 

ただし、当該金額が割当日の前日

の終値（当該日に終値がない場

合、それに先立つ直近日の終値）

を下回る場合は、当該終値とす

る。 

  ・新株予約権を行使することができ 

る期間 

平成24年１月１日から平成27年 

12月31日までの期間で取締役会 

が決定する期間とする。 

――――― ――――― ２ 被債務保証について 

当社は、平成20年１月22日開催の取

締役会において、当社の親会社である

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社との間で、当社の銀

行からの借入 170,003千円、社債

200,000千円に対する被債務保証の契

約を、平成20年１月23日付けで締結す

ることを決議し、実行しております。 

――――― ――――― ３ 貸出コミットメントライン契約

の締結について 

当社は、平成20年１月22日開催の取

締役会において、当社の親会社である

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社との間で、当社が貸

し出しを受けられる貸出コミットメ

ントライン契約を、平成20年１月23日

付けで締結することを決議し、実行し

ております。貸出コミットメントライ

ン契約の概要は以下の通りです。 

(1)契約の相手会社の名称 

  デジタル・アドバタイジング・ 

コンソーシアム株式会社 

(2)契約期間 

  平成20年１月23日～平成20年12月 

31日 

(3)貸出コミットメントラインの総額 

  250,000千円 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

――――― 第三者割当による新株式発行 

当社は、平成 20 年 10 月 29 日開催

の取締役会において、経営統合を前提

とした資本提携として株式会社イン

タースパイア及び株式会社インター

ライドを割当先とする第三者割当に

よる新株式発行について決議いたし

ました。 

 

(1)新株発行の要項 

①発行新株式数 普通株式 

1,100,000株 

②発行価額 １株につき119円 

③発行価額の総額 130,900,000円 

④資本組入額 １株につき60円 

⑤募集又は割当

方法 

第三者割当の方法に

よる新株式発行 

⑥申込期間 平成20年11月17日（月） 

⑦払込期日 平成20年11月18日（火） 

⑧配当起算日 平成20年７月１日(火） 

⑨割当先及び 

株式数 

株式会社インタースパ

イア  550,000株 

株式会社インターライ

ド   550,000株 
 

――――― 

 (2)調達資金の使途 

割当先との経営統合に向けて、パソ

コン及び携帯電話のインターネット

上における新サービスの開発費用、オ

フィス移転費用に充当する予定であ

ります。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

――――― (3)割当先の概要（平成 20 年３月 31 日

現在） 

①商号 株式会社インタースパ

イア 

②事業内容 モバイルメディア事業

及びモバイルメディア

レップ事業 

③設立年月日 平成16年12月15日 

④本店所在地 東京都港区南青山３丁

目２番５号 

⑤代表者 代表取締役社長 

 早川 与規 

⑥資本金 228,483千円 

⑦発行済株式数 24,885株 

⑧従業員数 39名（連結） 

⑨大株主 デジタル・アドバタイジ

ング・コンソーシアム株

式会社     56.6％ 

 

①商号 株式会社インターライ

ド 

②事業内容 モバイルインターネッ

トソリューション事業 

③設立年月日 平成18年11月１日 

④本店所在地 東京都港区南青山３丁

目２番５号 

⑤代表者 代表取締役社長 

 早川 与規 

⑥資本金 12,500千円 

⑦発行済株式数 300株 

⑧従業員数 11名 

⑨大株主 株式会社インタースパ

イア      100% 
 

――――― 
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(６) 事業部門別売上高 

(千円未満切捨) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年９月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 
期 別  

項 目 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

オプトインメール® 

「ＤＥmail」 540,098 51.2 621,232 51.6 735,013 50.3 

ＨＴＭＬマガジン 

「マグスタ」 106,746 10.1 100,691 8.4 145,072 9.9 

ブログ記事掲載型広告 

「パブログ」 22,535 2.1 26,943 2.2 35,581 2.4 

インターネットリサーチ 

「ターゲットリサーチ」 95,043 9.0 102,782 8.6 129,633 8.9 

Ｅコマース 

「ドリームカタログ」 270,478 25.6 322,207 26.8 383,236 26.2 

その他 21,013 2.0 29,328 2.4 33,636  2.3 

合 計 1,055,915 100.0 1,203,185  100.0 1,462,175  100.0 

 

 


