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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 50,562 ― 127 ― 154 ― △1,225 ―

20年3月期第3四半期 38,252 4.3 807 △32.7 762 △33.1 571 56.8

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3四半期 △2,378.44 ―

20年3月期第3四半期 1,109.26 1,105.18

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3四半期 18,563 7,089 32.2 11,582.66
20年3月期 17,109 7,753 42.8 14,195.14

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,970百万円 20年3月期  7,316百万円

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  有  
 

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 ― 200.00 200.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 69,000 33.3 200 △80.9 240 △74.2 △1,300 ― △2,522.10

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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3四半期  515,458株 20年3月期  515,458株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14株 20年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  515,444株 20年3月期第3四半期  515,276株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、大手米国証券会社の破綻以降、株式・外国為替等
の金融市場の大幅な変動により世界的に金融危機が拡大し、その影響が実体経済におよび始め、景気が急
速に悪化いたしました。 
 同期間における日本の広告市場につきましては、企業業績の先行き悪化懸念による大手企業の広告宣伝
費の削減の影響等により、マスメディア中心に前年度を下回ったものと推測されます。 
 その中で、当企業集団の主要な事業領域であるインターネット広告市場につきましても、広告費全体の
縮小の影響を受け、成長スピードは鈍化傾向にあります。 
 こうした情勢のもと当企業集団は、㈱電通及び㈱オプトとの協業を軸とした販売施策を継続し、子会社
である㈱クライテリア・コミュニケーションズの第三者割当増資の実施、㈱電通イー・リンクと㈱24-
7Searchとの合併をまとめる等、グループの強化施策を実施してまいりました。 
 その結果、売上高は50,562百万円、営業利益は127百万円、経常利益は154百万円となりました。また、
第２四半期連結会計期間に計上した連結子会社ののれん一括償却と固定資産の減損の影響等により、第３
四半期連結累計期間純損失は1,225百万円となりました。 
 売上高における媒体種別の状況は、次の通りです。 

媒体種別の売上高内訳                       (単位：百万円未満切捨、％) 

 
ウェブ広告    ：主にパソコンのウェブサイト上に表示されるバナー広告、テキスト広告、 

           リッチメディア広告など 

 リスティング広告※：パソコン上のキーワード検索サービスで表示される広告 

 モバイル広告   ：携帯電話端末を利用したインターネット上で展開される広告 

           （含むモバイルメール広告、モバイルリスティング広告） 

 メール広告    ：パソコン上で使われる電子メールを利用した広告 

 その他        ：販売促進支援事業及び上記付随サービスや、それ以外の広告に関するもの 

※従来、媒体種別は「ウェブ広告」、「メール広告」、「モバイル広告」、「その他」の４区分で記載しておりまし
たが、「ウェブ広告」及び「その他」に含めておりました「リスティング広告」の売上高が大きくなったため、当第
１四半期連結会計期間から「リスティング広告」を加え、５区分で開示しております。 
 なお、前第３四半期連結累計期間の「ウェブ広告」及び「その他」の数値は今回変更した基準にもとづいて従来の
開示数値から「リスティング広告」を差し引いております。 

主力であるウェブ広告分野においては、表現豊かなリッチ広告と様々な手法によるターゲティング広告
を積極的に活用する企業が増え、販売が堅調に推移した結果、ウェブ広告売上高は32,603百万円となりま
した。 
 リスティング広告においては、連結子会社の㈱電通イー・リンクによる㈱オプトからのリスティング広
告業務の受注が順調に拡大した結果、リスティング広告売上高は9,015百万円となりました。 
 モバイル広告分野においては、㈱ディーツーコミュニケーションズとの協業を軸とした販売施策を実施
し、売上高が順調に伸びた結果、モバイル広告売上高は3,468百万円となりました。 
 メール広告分野においては、金融・保険業種からの受注減等の影響により、メール広告売上高は1,157
百万円となりました。 
 その他分野においては、子会社においてマスメディア関連の売上高の増加により、その他の売上高は
4,317百万円となりました。 

  
※前第３四半期連結累計期間の実績値及び対前期増減率は参考データとなっております。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期
連結累計期間

対前期増減率

前第３四半期 
連結累計期間

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日

至 平成20年12月31日 至 平成19年12月31日

金額 構成比 金額 構成比

ウェブ広告 32,603 64.5 6.8 30,517 79.8

リスティング広告※ 9,015 17.8 633.3 1,229 3.2

モバイル広告 3,468 6.9 100.1 1,732 4.5

メール広告 1,157 2.3 △12.1 1,317 3.5

その他 4,317 8.5 24.9 3,455 9.0

合計 50,562 100.0 32.2 38,252 100.0
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 (1)資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,230百万円増加し15,150百万円となりました。これは、主に
現金及び預金が778百万円、受取手形及び売掛金が2,060百万円、短期貸付金が633百万円それぞれ増加
し、前渡金が197百万円減少したことによるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,775百万円減少し3,412百万円となりました。これは、主にソ

フトウェアが220百万円、ソフトウェア仮勘定が488百万円、のれんが1,046百万円それぞれ減少したこと
によるものです。 
（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,113百万円増加し11,451百万円となりました。これは、主に
支払手形及び買掛金が2,402百万円、未払消費税等が142百万円それぞれ増加し、前受金が129百万円、未
払金が372百万円それぞれ減少したことによるものです。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて５百万円増加し、22百万円となりました。これは、主に長期リ

ース未払金が９百万円増加し、長期借入金が４百万円減少したことによるものです。 
（純資産） 
純資産は、前連結会計年度末に比べて664百万円減少し、7,089百万円となりました。これは、主に少数

株主持分が682百万円増加し、利益剰余金が1,329百万円減少したことによるものです。 
  

 (2)キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度

末と比べ788百万円増加し1,571百万円となりました。 
（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は1,108百万円（前連結会計年度は517百万円の獲得）となりました。こ
れは、売上債権の増加による2,184百万円の減少、仕入債務の増加による2,600百万円の増加、法人税の支
払による382百万円などが主な要因です。 
（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は1,748百万円（前連結会計年度は1,856百万円の使用）となりました。
これは、無形固定資産の取得による支出992百万円、貸付による支出6,837百万円、貸付金の回収による収
入6,214百万円などが主な要因です。 
（財務活動におけるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果、獲得した資金は1,428百万円（前連結会計年度は176百万円の使用）となりました。こ
れは、少数株主からの払込による収入1,564百万円、配当金の支払額101百万円などが主な要因です。 
  

  

当期業績予想につきまして、平成21年１月30日に発表いたしました「連結子会社２社の株式売却に関す
るお知らせ」にある通り、当社が保有する子会社２社の全株式売却による特別利益の発生に加え、当該２
社が第４四半期連結会計期間の連結対象から外れることの影響と、同日発表されました㈱電通からの公開
買付けに係る諸費用の発生に伴う特別損失等を勘案し、上記の通り業績予想を修正しております。 
※詳細につきましては「連結子会社２社の株式売却に関するお知らせ」のリリースをご参照ください。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す
る方法によっております。 
  

① 第１四半期連結会計期間より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影
響はありません。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
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）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）を第１四半期連結会計期間
から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利
息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっておりま
す。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に９百万円計上されて
おり、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,476,357 697,533

受取手形及び売掛金 9,729,592 7,669,015

有価証券 113,556 113,236

たな卸資産 26,252 29,842

短期貸付金 3,131,665 2,498,549

その他 746,476 929,528

貸倒引当金 △72,950 △17,048

流動資産合計 15,150,950 11,920,658

固定資産   

有形固定資産 200,446 220,186

無形固定資産 837,335 2,597,585

投資その他の資産   

投資有価証券 1,763,765 1,758,338

その他 612,474 613,705

貸倒引当金 △1,430 △1,473

投資その他の資産合計 2,374,808 2,370,570

固定資産合計 3,412,590 5,188,342

資産合計 18,563,541 17,109,000

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,607,033 8,204,474

1年内返済予定の長期借入金 6,766 8,555

未払法人税等 58,512 132,680

その他 779,540 992,244

流動負債合計 11,451,852 9,337,953

固定負債   

長期借入金 12,504 17,323

その他 9,935 －

固定負債合計 22,439 17,323

負債合計 11,474,291 9,355,276
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,387,965 2,387,965

資本剰余金 1,954,547 1,954,585

利益剰余金 1,644,231 2,973,272

自己株式 △1,314 △1,352

株主資本合計 5,985,430 7,314,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,217 2,326

新株予約権 250 250

少数株主持分 1,118,786 436,676

純資産合計 7,089,249 7,753,723

負債純資産合計 18,563,541 17,109,000
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 50,562,387

売上原価 40,968,437

売上総利益 9,593,950

販売費及び一般管理費  

販売手数料 5,743,492

その他 3,723,148

販売費及び一般管理費合計 9,466,640

営業利益 127,309

営業外収益  

受取利息 15,101

受取配当金 10,330

持分法による投資利益 50,138

その他 5,633

営業外収益合計 81,204

営業外費用  

支払利息 440

株式交付費 10,045

売上債権売却損 622

貸倒引当金繰入額 41,387

支払保証料 1,131

その他 673

営業外費用合計 54,300

経常利益 154,213

特別利益  

固定資産売却益 35

持分変動利益 755,881

貸倒引当金戻入額 242

特別利益合計 756,159

特別損失  

固定資産除却損 841

減損損失 1,072,192

投資有価証券評価損 41,218

のれん償却額 858,348

リース解約損 783

特別損失合計 1,973,384

税金等調整前四半期純損失（△） △1,063,011

法人税、住民税及び事業税 295,219

法人税等調整額 △74,555

法人税等合計 220,664

少数株主損失（△） △57,724

四半期純損失（△） △1,225,951
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,063,011

減価償却費 381,704

減損損失 1,072,192

のれん償却額 1,022,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,860

受取利息及び受取配当金 △25,431

支払利息 440

持分法による投資損益（△は益） △50,138

持分変動損益（△は益） △755,881

投資有価証券評価損益（△は益） 41,218

固定資産売却損益（△は益） △35

固定資産除却損 841

売上債権の増減額（△は増加） △2,184,123

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,589

仕入債務の増減額（△は減少） 2,600,250

未払費用の増減額（△は減少） 133,405

割引手形の増減額（△は減少） △5,423

未収入金の増減額（△は増加） 136,907

未払消費税等の増減額（△は減少） 142,806

その他 △31,707

小計 1,476,385

利息及び配当金の受取額 14,928

利息の支払額 △439

法人税等の支払額 △382,800

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,108,074

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 △41,204

有形固定資産の売却による収入 36

無形固定資産の取得による支出 △992,878

投資有価証券の取得による支出 △29,043

子会社株式の取得による支出 △66,912

貸付けによる支出 △6,837,500

貸付金の回収による収入 6,214,521

敷金及び保証金の差入による支出 △864

敷金及び保証金の回収による収入 18,791

保険積立金の積立による支出 △681

保険積立金の解約による収入 77,087

定期預金の預入による支出 △13,126

定期預金の払戻による収入 19,034

その他 △95,292

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,748,031
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △6,608

リース債務の返済による支出 △9,723

配当金の支払額 △101,206

少数株主への配当金の支払額 △18,808

少数株主からの払込みによる収入 1,564,954

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,428,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 788,651

現金及び現金同等物の期首残高 783,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,571,859
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません 

    

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期にかかる財務諸表 

(1)(要約)前四半期連結損益計算書 

                             （単位:千円） 

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 38,252,380

Ⅱ 売上原価 29,257,462

   売上総利益 8,994,918

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,187,378

   営業利益 807,539

Ⅳ 営業外収益 17,770

 １ 受取利息 13,958

 ２ 受取配当金 1,769

 ３ その他 2,043

Ⅴ 営業外費用 63,239

 １ 持分法による投資損失 59,816

 ２ その他 3,423

   経常利益 762,070

Ⅵ 特別利益 575,819

 １ 固定資産売却益 67

 ２ 関係会社株式売却益 10,560

 ３ 投資有価証券売却益 564,502

 ４ 貸倒引当金戻入額 688

Ⅶ 特別損失 18,732

 １ 固定資産売却損 5,014

 ２ 固定資産除却損 1,591

 ３ 投資有価証券売却損 1,104

 ４ 投資有価証券評価損 4,438

 ５ 移転費用 4,825

 ６ その他 1,758

   税金等調整前四半期純利益 1,319,157

   法人税、住民税及び事業税 387,582

   法人税等調整額 385,750

   少数株主利益(△損失) △25,749

   四半期純利益 571,573
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(2)(要約)前四半期連結連結キャッシュ・フロー計算書 

                             （単位:千円） 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   １ 税金等調整前四半期純利益 1,319,157

   ２ 有形固定資産償却額 58,201

   ３ 無形固定資産償却額 139,316

   ４ のれん償却額 234,637

   ５ 貸倒引当金の増減額（△減少） △19,960

   ６ 受取利息 △13,958

   ７ 受取配当金 △1,769

   ８ 支払利息 813

   ９ 有形固定資産売却益 △67

   10 有形固定資産売却損 5,014

   11 有形固定資産除却損 1,591

   12 持分法による投資損失（△利益） 59,816

   13 投資有価証券売却益 △564,502

   14 投資有価証券売却損 1,104

   15 関係会社株式売却益 △10,560

   16 投資有価証券評価損 4,438

   17 売上債権の増減額（△増加） △295,008

   18 たな卸資産の増減額（△増加） △2,269

   19 仕入債務の増減額（△減少） 280,963

   20 未払費用の増減額（△減少） 33,481

   21 割引手形の増減額（△減少） 7,784

   22 その他 92,280

小計 1,330,504

   23 利息及び配当金の受取額 11,406

   24 利息の支払額 △725

   25 法人税等の支払額 △934,945

   営業活動によるキャッシュ・フロー 406,239

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   １ 関係会社株式の売却による収入 55,250

   ２ 投資有価証券の売却による収入 781,951

   ３ 投資有価証券の取得による支出 △226,488

   ４ 保有社債の満期償還による収入 360,000

   ５ 有形固定資産の売却による収入 4,390

   ６ 有形固定資産の取得による支出 △24,845

   ７ 無形固定資産の取得による支出 △814,083

   ８ 貸付による支出 △2,910,776

   ９ 貸付回収による収入 1,103,185

   10 敷金及び保証金の差入れ額 △5,636

   11 差入保証金の返還額 1,521

   12 保険積立金加入による支出 △681

   13 保険積立金解約による収入 76,725

   14 定期預金の預入による支出 △4,407

   15 定期積金の積立による支出 △2,800

   16 定期積金の払戻による収入 3,600

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,603,094
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                             （単位:千円） 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   １ 株式の発行による収入 11,979

   ２ 短期借入金の純増減額 △80,000

   ３ 長期借入金の返済による支出 △5,753

   ４ 配当金の支払による支出 △100,649

   財務活動によるキャッシュ・フロー △174,423

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） △1,371,277

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,336,470

Ⅵ 合併による現金同等物の減少額 △37,124

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 928,068
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（重要な子会社等の株式の売却） 

 当社は、平成21年1月30日開催の取締役会において、当社の連結子会社である㈱インストア・コミュ
ニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：須田哲史、以下ici）と㈱スリーピー（本社：
東京都中央区、代表取締役社長：三苫清、以下3P）の当社保有株式の全てを併せて、㈱電通オペレーシ
ョン開発（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡辺敬志、以下D-od）へ譲渡することを決議いたし
ました。 

1．譲渡の理由 

 当企業集団は、メディアレップ事業を中心としたインターネット広告事業を主な事業ドメインとして
おります。その中で、イベント、プロモーション分野でのマーケティングサービスの創出等を目的に
iciと3Pを子会社化いたしましたが、今後の当社グループの事業戦略を見直していく中で、より一層、
インターネット広告を中心としたデジタルマーケティング分野に注力し戦略的かつ効率的な経営資源の
配分を行う必要があると判断いたしました。 
 また、株式譲渡先であるD-odは販売促進に関するシステム開発などを統合的に行う会社であり、当社
が25％出資している持分法適用関連会社です。株式譲渡後も引き続き当社とD-odとで統合的にデジタル
プロモーション分野での商品開発に取り組めると共に、両社をD-odの傘下企業とすることで一層の事業
発展が図れると判断し、本件を決定いたしました。 

2．売却先 

 
3．売却時期 

平成21年２月２日 

4．売却する子会社の概要 

(1) ㈱インストア・コミュニケーションズ 

 
(2) ㈱スリーピー 

 
5．売却する株式数及び価格等 

(1) ㈱インストア・コミュニケーションズ 

 
(2) ㈱スリーピー 

 
6．重要な特約等 

売却契約に含まれる重要な特約はありません。 

6. その他の情報

商号 : ㈱電通オペレーション開発

所在地 : 東京都中央区築地一丁目７番11号

代表者氏名 : 代表取締役社長  渡辺 敬志

資本金 : 245,000千円

事業の内容 : 販売促進ツール制作管理システムの開発

子会社の名称 : ㈱インストア・コミュニケーションズ

事業の内容 : 流通業に特化したマーケティング・コンサルティング 他

当社との取引 : 重要な取引はありません。

子会社の名称 : ㈱スリーピー

事業の内容 : 各種イベントの企画・運営、販売促進活動の企画・制作・実施 他

当社との取引 : 重要な取引はありません。

売却株式数 ： 1,332株

売却価格 ： 212,500千円

売却利益 ： 22,406千円

売却後の持分比率 ：   －

売却株式数 ： 23,860株

売却価格 ： 31,065千円

売却損失 ： 340千円

売却後の持分比率 ： －
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（㈱電通による当社株券等の公開買付けについて） 

 当社は、平成21年１月30日開催の当社取締役会において、㈱電通（以下「公開買付者」といいま
す。）が当社の発行済普通株式（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）及び新株予約権等に対
する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明することを決議いたしまし
た。 
 公開買付者は、本公開買付けにおいては、買付予定の株券等の数に上限を設定していないため、本公
開買付けの結果次第では、流動性等に係る東京証券取引所の定めるマザーズの上場廃止基準に従い、本
公開買付けの完了をもって、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付け
の完了時点では同基準に該当しない場合でも、本株式交換により当社が公開買付者の完全子会社となる
ことが予定されておりますので、その場合には当社株式は上場廃止となります。上場廃止後は、当社株
式を東京証券取引所マザーズ市場において売買することができなくなります。 

1． 公開買付者の概要 

(1) 商号 

株式会社電通 

(2) 事業内容 

広告業 

(3) 設立年月日 

明治39年12月27日 

(4) 本店所在地 

東京都港区東新橋一丁目８番１号 

(5) 代表者の役職・氏名  

代表取締役社長  高嶋 達佳 

(6) 資本金  

589億6,710万円 

(7) 大株主及び持株比率（平成20年9月30日現在） 

 
(8) 当社との関係等 

資本関係 

公開買付者は、当社の発行済株式総数の47.49％（244,800株）を保有しております。 

人的関係 

公開買付者より、取締役５名を受け入れております。 

取引関係 

当社は公開買付者へ、インターネット広告の販売及び広告関連業務の受託を行っております。 

関連当事者への該当状況 

公開買付者は、当社の親会社であるため、関連当事者に該当します。 

㈱電通 10.77%

(社)共同通信社 7.37%

㈱時事通信社 7.10%

㈱みずほコーポレート銀行 4.07%

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱)

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 3.88%

電通グループ従業員持株会 2.76%

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 2.74%

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口４Ｇ) 2.09%

(財)吉田秀雄記念事業財団 1.79%

㈱リクルート 1.77%
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2．㈱電通による当社株券等公開買付けの概要 

(1)買付け等をする株券等の種類 

普通株式 

新株予約権等 

①平成12年６月27日開催の第４回定時株主総会の決議及び平成12年６月27日開催の取締役会の決議に基づき

発行された新株引受権（商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第19条第

１項の規定により金融商品取引法の適用にあたり新株予約権とみなされる新株引受権） 

②平成13年６月27日開催の第５回定時株主総会の決議及び平成13年７月６日開催の取締役会の決議に基づき

発行された新株引受権（商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第19条第

１項の規定により金融商品取引法の適用にあたり新株予約権とみなされる新株引受権） 

③平成15年６月20日開催の第７回定時株主総会の決議及び平成15年７月22日開催の取締役会の決議に基づき

発行された新株予約権 

④平成16年６月28日開催の第８回定時株主総会の決議及び平成16年７月27日開催の取締役会の決議に基づき

発行された新株予約権 

⑤平成17年６月28日開催の第９回定時株主総会の決議及び平成17年９月13日開催の取締役会の決議に基づき

発行された新株予約権 

(2) 買付け等の期間 

平成21年２月２日（月曜日）から平成21年３月16日（月曜日）まで（30営業日） 

(3) 買付け等の価格 

普通株式 

１株につき 42,500円 

新株予約権等 

①平成12年６月27日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株引受権１個につき １円 

②平成13年６月27日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株引受権１個につき １円 

③平成15年６月20日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権１個につき １円 

④平成16年６月28日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権１個につき １円 

⑤平成17年６月28日開催の当社株主総会の決議に基づき発行された新株予約権１個につき １円 

(4) 買付け予定の株券等の数 

282,078株 

(5) 公開買付け開始公告日 

平成21年２月２日 
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