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1. 20年12月期の業績（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 

 
  

 

 
(注) 20年12月期、及び19年12月期に係る潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 21年12月期の業績予想（平成21年１月１日～平成21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。 

  

平成20年12月期 決算短信(非連結)

上 場 会 社 名 株式会社エルゴ・ブレインズ 上場取引所 大阪証券取引所(ヘラクレス)

コ ー ド 番 号 4309 URL http://www.ergobrains.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役 (氏名)宮田 徹
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

定時株主総会開催予定日 平成21年３月25日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成21年３月26日

(百万円未満切捨て)

(1) 経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 1,639 12.1 8 ─ △2 ─ △91 ─

19年12月期 1,462 △27.7 △195 ─ △194 ─ △242 ─

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

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △20 19 ─ ─ △20.5 △0.3 0.5

19年12月期 △54 79 ─ ─ △44.0 △16.6 △13.3

(参考) 持分法投資損益 20年12月期 △33百万円 19年12月期 △34百万円

(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 748 467 62.5 84 78

19年12月期 918 429 46.7 97 10

(参考) 自己資本 20年12月期 467百万円 19年12月期 429百万円

(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 9 13 △115 328

19年12月期 △273 △48 △168 421

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 ─ ─ ─ ─ 0 00

20年12月期 ─ ─ ─ ─ 0 00

21年12月期(予想) ─ ─ ─ ─ 0 00
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

  

  

(1) 重要な会計方針の変更

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年12月期 5,586,600株 19年12月期 4,486,600株

② 期末自己株式数 20年12月期 67,932株 19年12月期 67,932株

‐ 2 ‐

㈱エルゴ・ブレインズ（4309）平成20年12月決算短信（非連結）



当事業年度におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界全体

に波紋を広げ、その影響は実体経済にも影響を及ぼしつつあります。 

一方、当社が属するインターネット業界におきましては、引き続き、市場拡大が続いております。株

式会社電通の発表によりますと、インターネット広告市場は、平成19年に前年比24.4％増の6,003億円

となり、ラジオ広告及び雑誌広告を超える規模にまで拡大しております。今後も、インターネット業界

は、技術の進化とともに、その多様性と影響力が一層拡大するものと思われます。 

こうした環境のもと、当社は、平成21年５月１日を合併期日として、株式会社インタースパイアとの

吸収合併契約を締結し、モバイル（携帯電話）インターネットマーケティングという高い成長性が見込

まれる事業領域へ展開することを決議いたしました。また同時に、既存の事業はメール広告を中心とし

た収益力の高い事業に集約するとともに、広告宣伝費の圧縮や、転職支援制度の実施による人件費の削

減等を行い、早期の採算性改善を目指して取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は1,639,341千円となり、前事業年度に比べ、177,166千円の増加（前事業年度比

12.1％増）となりました。 

商品別の売上高につきましては次のとおりです。 

 
売上原価は、主にＥコマース事業の業容拡大に伴い、579,039千円となり、前事業年度に比べ84,823

千円の増加（同17.2％増）となりました。 

また、販売費及び一般管理費は、1,051,997千円となり、主に広告宣伝費・地代家賃・採用関係費の

削減等により、前事業年度に比べ111,138千円の減少（同9.6％減）となりました。 

上記の結果、営業利益は8,305千円（前事業年度は195,176千円の営業損失）となりましたが、事業撤

退による減損損失や転職支援制度実施による特別損失、合併に向けたオフィス移転に伴う固定資産除却

損の計上などにより、当期純損失は91,905千円（前事業年度は242,084千円の当期純損失）となりまし

た。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

期別 
前事業年度

（自 平成19年１月１日 
  至 平成19年12月31日）

当事業年度 
（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日）

項目 金額 構成比 金額 構成比

オプトインメール 
「ＤＥmail」

千円 千円

735,013 50.3% 818,926 50.0%

ＨＴＭＬマガジン 
「マグスタ」 145,072 9.9% 134,335 8.2%

ブログ記事掲載型広告 
「パブログ」 35,581 2.4% 34,564 2.1%

インターネットリサーチ
「ターゲットリサーチ」 129,633 8.9% 141,340 8.6%

Ｅコマース 
「ドリームカタログ」 383,236 26.2% 468,769 28.6%

サイト制作他 33,636 2.3% 41,403 2.5%

合計
1,462,175 100.0% 1,639,341 100.0%
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①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産は、前事業年度末に比べ169,834千円減少し、748,543千円となりました。

主な要因は、現金及び預金の減少、東京本社移転に伴う固定資産の減少、事業撤退による固定資産減少

等によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ92,903千円減少し、328,398千円

となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果取得した資金は9,319千円となりました。これは主に税引前当期純損失86,947千円

に、売上債権の増加等の資金減少要因と固定資産除却損等の非資金的費用を除いた結果によるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果取得した資金は13,638千円となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は115,862千円となりました。これは主に社債の償還による支出による

ものです。 

  (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注1)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注2)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注3)有利子負債は貸借対照表に計上される負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

(注4)営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ 

     カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

  

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、今後の事業拡大に備えた内部留保

の充実を図りながら、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

なお、当期につきましては、利益剰余金がマイナスのため、無配としております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年12月期 平成20年12期

自己資本比率 46.7% 62.5%

時価ベースの自己資本比率 115.5% 125.3%

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下において、当社の事業及びその他に関するリスク要因の可能性があると考えられる主な事項を掲

載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判

断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開

示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防、発生

するリスクの極小化に努めてまいりますが、本株式に関する投資判断は、以下のリスクを慎重にご検討

した上で、投資家及び株主ご自身の判断で行われる必要があります。また、本項目に掲載した将来に関

する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、将来実現する実際の結果とは異な

る可能性があります。 

①国内外の政治・経済の状況、各種規制等 

当社の業績は、国内外の経済状況によって影響を受ける可能性があります。たとえば、クライアント

の広告費支出の水準は景気変動に敏感に反応いたしますので、当社のサービスに対する需要もその影響

を受けて変動致します。また、現在のところ、当社の事業に関して、事業継続に著しく重要な影響を及

ぼす法規則はありませんが、今後の法整備の結果次第では何らかの規則を受ける可能性があります。 

②急激な技術変化等による情報インフラの変動 

当社の事業は、インターネットをはじめとする情報通信分野の技術を前提としておりますが、この分

野における技術の進展はめまぐるしく、将来の動向を完全に予見できない状態にあります。しかし、技

術の変化によって代替品が出現したり、大幅な設備投資が必要になる場合には、当社の業績に影響を与

える可能性があります。 

③商品需給の急激な変動及び価格競争の激化 

インターネット業界の歴史は浅く、今後新たな競合企業や代替商品が出現してくる可能性がありま

す。こうした競争等の影響を受けて、販売価格が著しく下落したり、販売数量が著しく減少したりする

場合には当社の業績及び財務状況は悪影響を受ける可能性があります。 

④当社が他社と提携・協業して推進する事業の動向 

当社は、積極的に他社と提携・協業を行ってまいりたいと考えております。それにより事業展開のス

ピードアップを図ってまいりますが、他方で提携・協業して推進する事業が、当初の予想通りに推移し

ない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

⑤経営統合に向けた取り組みの成否 

当社は、株式会社インタースパイアと平成21年５月１日を合併期日とした吸収合併契約を締結してお

ります。同社との経営統合に向けて、事業領域の選択と集中を行い、同時に、事業シナジーを最大化す

べく諸施策を進めてまいりますが、こうした取り組みが当初の予定通り進まない場合には、当社の業績

に大きな影響を与える可能性があります。 

⑥新規事業の成否 

当社は、新規事業に積極的に取り組んでおります。その場合、必要に応じて、新規人材の採用、設備

の増強、開発費用等、追加的な支出が見込まれますが、これからの事業が安定的に収益を生み出すには

一定の期間がかかることが予測されます。従って、当社の予測通りに事業が推移しない場合には、当社

の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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⑦外的要因（被災等を含む）により業務が支障をきたすリスク 

天災地変、その他当社の責に帰さない事由や設備事故等の現時点では合理的に予測できない事由が発

生した場合には、当社の事業遂行が影響を受けることとなります。事業活動が停止したり、制約を受け

たりする場合には、当社の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧情報漏洩にかかるリスク 

当社では、「ドリームメール会員」登録などを通して獲得した個人情報や、Ｅコマースを通じて取得

した購買履歴を含む個人情報等を保有しております。当社は、これらの個人情報の管理に関して、プラ

イバシーポリシーを有しており、その遵守に努めております。さらに、プライバシーマークを取得する

など、個人情報の管理に関して水準の維持・向上につながる取り組みを行っております。しかしなが

ら、何らかの事故等によりこれらの情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や信用下落等によって、

当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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当社の企業集団は、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、関連会

社１社により構成されております。事業内容としましては、168万人のドリームメール会員を基盤にＥ

メール広告やインターネットリサーチ、Ｅコマース等を主な事業として展開しております。 

  
（１）当社の関係会社及び継続的で緊密な事業上の関係がある関連当事者の事業内容 

 
（注）１. 議決権の被所有割合の（）内は、間接所有割合で内数となっております。 

  

（２）事業系統図 

  

 

２ 企業集団の状況

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有 
被所有割合

関係内容所有
割合 
（％）

被所有 
割合 
（％）

(親会社)

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社 東京都渋谷区 3,387,977

インターネット
広告業

─
56.4 
(49.8)

役員の兼任４名
営業取引

(関係会社)

株式会社グリッド・ソリューシ
ョンズ 東京都渋谷区 210,000 コンテンツ事業 27.2 ─ ─
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当社は、インターネット・ビジネス領域において、消費者の生活をより便利に、より豊かにするため

に、日々の生活に驚きや感動を与える新たなサービスを提供し続ける企業を目指しております。また、

人々の生活にとってなくてはならないＷｅｂサービスを創造し続けることで、各々のサービスを各事業

領域における「№１事業」へと成長させ、企業価値を最大化することを経営の基本方針としておりま

す。 

当社は、中期的な目標とする経営指標として、売上高成長率、売上高営業利益率、そして新規事業の

成長率を重視して経営に取り組んでおります。 

当社は、168万人の会員を擁するデータベースを活用した既存事業の拡大に加え、成長が見込まれる

モバイル領域での事業拡大を新たにトライアルすることで、中長期的な成長を模索してまいります。 

当社は以下の課題に取り組んでまいります。 

①モバイル市場への展開 

平成21年５月１日を合併期日とした株式会社インタースパイアとの合併により、モバイルインターネ

ットマーケティングという高い成長性が期待される市場へ展開してまいります。また、当社の既存サー

ビスと同社のサービスが融合することで、パソコンと携帯電話というデバイスの枠にとらわれないイン

ターネットサービスを提供してまいります。 

②収益改善に向けた取組み 

当社は、当事業年度において8,305千円の営業利益を計上しておりますが、更なる採算性の向上に向

けて、収益力の高い事業へ経営資源を集中するとともに、オフィス統合による地代家賃の削減や間接部

門の共有化など合併によるコスト削減効果を最大限生み出し、早期の収益改善に向けて取り組んでまい

ります。 

③Ｅコマース事業の強化 

インターネット利用者人口が増加し、Ｅコマース（電子商取引）の利便性が認知されるとともに、そ

の市場が急拡大する中、当社では積極的にＥコマース事業の拡大に取り組んでまいります。引き続き、

自社ショッピングサイト「ドリームカタログ」におけるマーチャンダイジング力の強化及び他社との業

務提携による新たなサービスの提供などに加え、モバイル領域におけるＥコマース事業も展開してまい

ります。 

④会員データベースの質的向上及び量的維持 

当社のアセットの中核となる会員データベースの質的向上・量的維持に取り組むとともに、情報運用

における管理体制を強化し、信頼のおけるアクティブで質の高いデータベースを蓄積していくことで、

競争優位性の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 421,302 328,398 △92,903

 ２ 受取手形 ─ 798 798

 ３ 売掛金 ※１ 178,888 211,151 32,263

 ４ 商品 19,902 35,528 15,625

 ５ 仕掛品 269 15 △253

 ６ 貯蔵品 687 22 △665

 ７ 前払費用 25,374 28,965 3,591

 ８ 未収消費税 17,490 ─ △17,490

 ９ その他 4,335 2,683 △1,651

   貸倒引当金 △ 138 △212 △73

   流動資産合計 668,110 72.7 607,351 81.1 △60,758

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 46,849 10,995

    減価償却累計額 ※２ 20,446 26,403 3,879 7,115 △19,287

  (2) 器具及び備品 145,374 130,915

    減価償却累計額 ※２ 117,909 27,465 113,584 17,331 △10,134

   有形固定資産合計 53,868 5.9 24,447 3.3 △29,421

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 35,105 13,027 △22,078

  (2) 電話加入権 106 106 ─

   無形固定資産合計 35,212 3.8 13,133 1.8 △22,078

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 41,164 6,095 △35,068

  (2) 関係会社株式 4,900 4,900 ─

  (3) 長期前払費用 13,036 130 △12,905

  (4) 差入保証金 102,086 97,384 △4,701

  (5) 破産更生債権等 123,087 123,210 123

  (6) その他 0 0 ─

    貸倒引当金 △123,087 △123,210 △123

    投資損失引当金 ─ △4,899 △4,899

   投資その他の資産合計 161,186 17.6 103,610 13.8 △57,576

   固定資産合計 250,267 27.3 141,191 18.9 △109,076

   資産合計 918,378 100.0 748,543 100.0 △169,834
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 21,294 25,750 4,455

 ２ 一年以内返済予定 

      長期借入金
39,996 39,996 ─

 ３ 一年以内償還社債 200,000 ─ △200,000

 ４ 未払金 51,573 60,131 8,557

 ５ 未払費用 9,330 7,895 △1,435

 ６ 未払法人税等 3,673 7,547 3,874

 ７ 未払消費税等 ─ 16,666 16,666

 ８ 預り金 8,520 8,011 △509

 ９ その他 681 57 △624

   流動負債合計 335,070 36.5 166,055 22.2 △169,014

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 133,340 93,344 △39,996

 ２ ポイント引当金 20,822 21,249 426

 ３ 繰延税金負債 72 ─ △72

   固定負債合計 154,235 16.8 114,593 15.3 △39,642

   負債合計 489,305 53.3 280,648 37.5 △208,657

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 948,145 103.2 1,014,145 135.5 66,000

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 270,876 335,776

  (2) その他資本剰余金 356,961 356,961

   資本剰余金合計 627,838 68.4 692,738 92.5 64,900

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 △1,106,562 △1,198,467

   利益剰余金合計 △1,106,562 △120.5 △1,198,467 △160.1 △91,905

 ４ 自己株式 △40,521 △4.4 △40,521 △5.4 ─

   株主資本合計 428,900 46.7 467,894 62.5 38,994

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 

   差額金
172 ─ △172

   評価・換算差額等合計 172 0.0 ─ ─ △172

   純資産合計 429,072 46.7 467,894 62.5 38,822

   負債・純資産合計 918,378 100.0 748,543 100.0 △169,834
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １ マーケティング事業売上  

   高
※１ 1,078,938 1,170,571

 ２ Ｅコマース事業売上高 383,236 1,462,175 100.0 468,769 1,639,341 100.0 177,166

Ⅱ 売上原価

 １ マーケティング事業売上 

   原価
159,604 159,456

 ２ Ｅコマース事業売上原価

   期首商品たな卸高 14,938 19,902

   当期商品仕入高 340,282 435,474

   他勘定振替高 ※２ △707 △265

    合計 354,513 455,111

   期末商品たな卸高 19,902 35,528

   Ｅコマース事業売上原価 334,610 494,215 33.8 419,583 579,039 35.3 84,823

   売上総利益 967,959 66.2 1,060,302 64.7 92,342

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 69,367 73,200

 ２ 給与手当 387,817 399,309

 ３ 法定福利費 55,718 55,201

 ４ 福利厚生費 5,259 3,085

 ５ 広告宣伝費 247,201 194,636

 ６ 外注費 16,245 12,807

 ７ 地代家賃 136,668 116,291

 ８ 支払手数料 48,274 52,791

 ９ 減価償却費 13,406 11,106

 10 貸倒引当金繰入額 － 196

 11 その他 183,176 1,163,136 79.5 133,371 1,051,997 64.2 △111,138

    営業利益又は 

   営業損失(△)
△195,176 △13.3 8,305 0.5 203,481

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,138 734

 ２ 受取配当金 60 30

 ３ 受取手数料 897 384

 ４ 賃料収入 22,967 21,288

 ５ その他 3,840 28,903 2.0 4,386 26,824 1.6 △2,079

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,382 3,726

 ２ 社債利息 1,101 764

 ３ 賃貸原価 23,054 24,030

 ４ 財務調査費 ─ 6,000

 ５ その他 1 28,540 2.0 2,768 37,289 2.2 8,749

   経常損失(△) △194,812 △13.3 △2,160 △0.1 192,652
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マーケティング事業売上原価明細書 

 
  

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 138 13

 ２ 投資有価証券売却益 ─ 322

 ３ 貸倒引当金戻入額 227 365 0.0 ─ 335 0.0 △29

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※４ 62 6

 ２ 固定資産除却損 ※５ 22,509 38,992

 ３ 投資有価証券評価損 22,625 4,692

 ４ 減損損失 ※６ ─ 16,025

 ５ 特別退職金 ※７ ─ 20,506

 ６ 投資損失引当金繰入額 ─ 45,197 3.1 4,899 85,122 5.2 39,925

   税引前当期純損失(△) △239,644 △16.4 △86,947 △5.3 152,697

   法人税、住民税及び 

   事業税
2,440 4,958

   法人税等調整額 － 2,440 0.2 ─ 4,958 0.3 2,518

   当期純損失(△) △242,084 △16.6 △91,905 △5.6 150,179

(3) 事業売上原価明細書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 通信費 15,294 9.6 14,094 8.8 △1,200

Ⅱ 減価償却費 3,243 2.0 1,988 1.3 △1,254

Ⅲ 外注費 6,121 3.9 5,907 3.7 △213

Ⅳ メールマガジン制作費 59,255 37.1 60,502 37.9 1,246

Ⅴ その他 75,689 47.4 76,963 48.3 1,273

   マーケティング事業売上原価 159,604 100.0 159,456 100.0 △148
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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) 

       

 
  

 
  

(4) 株主資本等変動計算書

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金 

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

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

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額 

等合計

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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当事業年度 (自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

       

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金 

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額

 新株の発行 66,000 64,900 64,900 130,900

 当期純損失 △91,905 △91,905 △91,905

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)

66,000 64,900 ─ 64,900 △91,905 △91,905 ─ 38,994

平成20年12月31日残高 (千円) 1,014,145 335,776 356,961 692,738 △1,198,467 △1,198,467 △40,521 467,894

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額 

等合計

平成19年12月31日残高 (千円) 172 172 429,072

事業年度中の変動額

 新株の発行 130,900

 当期純損失 △91,905

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 (純額)

△172 △172 △172

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△172 △172 38,822

平成20年12月31日残高 (千円) ─ ─ 467,894
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(5) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

区分
注記 

番号
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 税引前当期純損失 △239,644 △86,947

 ２ 減価償却費 16,650 13,095

 ３ ソフトウェア減価償却費 14,591 15,432

 ４ 投資有価証券評価損 22,625 4,692

 ５ 貸倒引当金の増減額 (△は減少) △489 196

 ６ ポイント引当金の増減額 (△は減少) △25,937 426

 ７ 投資損失引当金の増加額 ─ 4,899

 ８ 減損損失 ─ 16,025

 ９ 受取利息及び受取配当金 △1,199 △764

 10 支払利息 5,484 4,491

 11 固定資産除却損 22,509 38,992

 12 売上債権の増減額 (△は増加) 12,561 △33,184

 13 たな卸資産の増加額 △5,909 △14,707

 14 前払費用の増減額 (△は増加) 2,785 △3,591

 15 未収消費税の増減額 (△は増加) △17,490 17,490

 16 仕入債務の増減額 (△は減少) △15,252 4,455

 17 未払金の増減額 (△は減少) △19,985 8,557

 18 未払消費税等の増減額 (△は減少) △39,469 16,666

 19 その他 △665 10,752

    小計 △268,834 16,979

 20 利息及び配当金の受取額 1,213 782

 21 利息の支払額 △5,162 △4,910

 22 法人税等の支払額 △1,080 △3,531

   営業活動によるキャッシュ・フロー △273,863 9,319

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 △11,654 △3,031

 ２ 有形固定資産の売却による収入 356 2

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △22,507 △8,363

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △30,131 ─

 ５ 投資有価証券の売却による収入 ─ 30,453

 ６ 差入保証金の預入れによる支出 △9,457 △16,749

 ７ 差入保証金の返還による収入 36,701 791

 ８ 保険解約による収入 ─ 13,278

 ９ 長期前払費用の増加による支出 △346 ─

 10 その他 △11,637 △2,741

   投資活動によるキャッシュ・フロー △48,675 13,638

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 △168,840 △39,996

 ２ 社債償還による支出 ─ △200,000

 ３ 株式発行による収入 ─ 130,133

 ４ 自己株式の取得による支出 △43 ─

 ５ その他 ─ △6,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー △168,883 △115,862

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △491,422 △92,903

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 912,724 421,302

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 421,302 328,398
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(6) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 当社は、前事業年度において251,471千円の営業利益

を計上いたしましたが、当事業年度において195,176千

円の営業損失を計上しており、また営業キャッシュ・フ

ローについても273,863千円のマイナスとなった結果、

現金及び預金残高は前事業年度末に比べ491,422千円減

少いたしました。従いまして、未だ損益面及び資金面に

おいて安定した状況にはないと判断され、当事業年度末

において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、①営業力強化、②新

規事業の売上拡大、③経費削減、の３つの施策に取り組

んでおります。営業力強化につきましては、当事業年度

中におきまして、デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社からの出向社員を含め、営業部員数を

大幅に増員しており、同社との販売体制の更なる強化を

図りながら、早期の売上回復に努めてまいります。新規

事業につきましては、新商品の受注が増加傾向にあり、

引き続き、更なる売上拡大を図ってまいります。経費削

減につきましては、当事業年度内において、メール会員

の獲得効率化による広告宣伝費の削減と、大阪オフィス

移転による地代家賃の削減を柱とした大幅な経費削減策

を既に実行しており、今後も引き続き徹底した経費削減

を行なってまいります。 

 また、資金面の安定化のため、重要な後発事象に記載

の通り、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、平成20年１月23

日付けで、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契約、及び、総額

250,000千円の貸出コミットメントライン契約を締結し

ております。 

 上記状況を総合的に勘案した結果、財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。

 当社は、当事業年度において8,305千円の営業利益を

計上しておりますが、前事業年度において195,176千円

の営業損失を計上しており、未だ収益基盤が安定した状

況にはないと判断され、当事業年度末において継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、平成20年12月８日開

催の取締役会において、平成21年５月１日を合併期日と

して、株式会社インタースパイアを吸収合併することを

決議いたしました。当該合併により、モバイル（携帯電

話）領域における売上拡大と、合併効果によるコスト削

減を図ってまいります。モバイルインターネットマーケ

ティングという高い成長性が期待される領域において事

業を展開することにより、新たな売上拡大を図るととも

に、現行の事業はメール広告等の収益力の高い事業に集

約し、早期の採算性改善を目指してまいります。また、

転職支援制度を実施することで人件費を削減するととも

に、オフィス統合による地代家賃の削減や間接部門の共

有化等により販売管理費の削減を行ってまいります。な

お、資金面では株式会社インタースパイア及び株式会社

インターライドからの平成20年11月18日を振込期日とす

る総額130,900千円の第三者割当増資を受けておりま

す。 

 上記状況を総合的に勘案した結果、財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、当該重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。 
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(7) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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

 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。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  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

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(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

(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

(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
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項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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日以降に取得し

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、主な対応年数は以下のとお

りであります。

建物 ８～15年

器具及び備品 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。

 

(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日以降に取得し

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、主な対応年数は以下のとお

りであります。

建物 ８～15年

器具及び備品 ４～15年

（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、取得価格の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。 

 これにより営業利益、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

(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
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項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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

(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。

(2) ポイント引当金

同左

――― (3) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備え

るため、当該会社の財政状況等を勘案

し、個別検討による必要額を計上して

おります。
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項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

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

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

―――

(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

―――

(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

―――

(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

―――

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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。

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 繰延資産の処理方法

―――

(1) 繰延資産の処理方法

  株式交付費

  支出時に全額費用として処理  

  しております。

(2) 消費税等の処理方法

   税抜方式により処理しておりま

す。

(2) 消費税等の処理方法

同左
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(損益計算書) 

 前事業年度において独立掲記しておりました「業務委

託料収入」(当事業年度2,400千円)は、営業外収益の総

額の100分の10以下であるため当事業年度においては営

業外収益の「その他」に含めております。

───
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当社と株式会社インタースパイアは平成20年12月８日に、平成21年５月１日を合併期日とする吸収合

併契約を締結いたしました。合併の承認は平成21年３月25日開催の当社定時株主総会と株式会社インタ

ースパイアの臨時株主総会において承認の予定となります。合併契約の要旨は次のとおりです。 

（1）合併の目的 

株式会社インタースパイアは、携帯電話におけるインターネットマーケティング領域で事業を展

開し、高い成長性と営業力を持った会社であり、同社と経営統合することにより、高い成長性が見

込まれる事業領域への展開と、更なる営業力の強化、組織の効率化と強固な財務体質の確保を図っ

てまいります。 

（2）合併に関する事項 

①当該合併の相手会社の概況（平成20年３月31日現在） 

 
（注）株式会社インタースパイアは、平成20年11月14日を払込期日とする第三者割当増資を実施   

    しており、平成20年12月31日現在の資本金及び発行済株式総数は次のとおりとなっており 

    ます。 

 
②当該合併の方法 

当社を吸収合併存続会社、株式会社インタースパイアを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とな

ります。 

③合併比率 

株式会社インタースパイアの普通株式１株に対して、当社の普通株式478株を割当交付致します。 

④合併期日 

平成21年５月１日 

(追加情報)

当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）

商号 株式会社インタースパイア

事業内容 モバイルメディア事業及びモバイルレップ事業

設立年月日 平成16年12月15日

本店所在地 東京都港区南青山三丁目２番５号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 早川 与規

資本金 228,483千円

発行済株式総数 24,885株

純資産 163,618千円（連結）

総資産 928,616千円（連結）

決算期 ３月31日

従業員数 39名（連結）

主要取引先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

株式会社ミクシィ 

株式会社ディー・エヌ・エー

資本金 294,483千円

発行済株式総数 27,285株
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(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

※１ 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

売掛金 81,621千円

※１ 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記さ

れたもののほか次のものがあります。

売掛金 86,832千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計

額が含まれております。

※２ 同左
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 関係会社に係る注記

関係会社に対するものは次のとおりであります。

マーケティング事業売上高 626,466千円

※１ 関係会社に係る注記

関係会社に対するものは次のとおりであります。

マーケティング事業売上高 624,814千円

※２ Ｅコマース事業売上原価

他勘定振替高は商品評価損及び商品廃棄損に振替

られたものであります。

※２ Ｅコマース事業売上原価

他勘定振替高は貯蔵品に振替られたものでありま

す。

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 138千円
 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 13千円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 62千円

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 6千円

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 2,096千円

建物付属設備 8,862千円

大阪オフィス現状回復 11,550千円

合計 22,509千円

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具及び備品 635千円

移転に伴う除却(建物付属設備) 15,025千円

移転に伴う除却(器具備品) 2,670千円

東京本社現状回復費相当額 20,659千円

合計 38,992千円

────

 

※６ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プついて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

大阪市 
北区他

ＣＧＭマーケティング 
事業用資産 
ソーシャルコマース 
事業用資産

器具備品 
ソフトウェア

東京都 
港区

ＣＧＭマーケティング 
事業用資産 
ソーシャルコマース 
事業用資産

ソフトウェア

   当社は、原則として事業の種類別に資産のグル

ープ化を行っております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フローの見積

り総額が帳簿価額を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失としております。回収可能価額に

ついては正味売却価額により測定しており、１円

として評価しております。 

 減損損失は合計で16,025千円であり、その内訳

は、器具備品183千円、ソフトウェア15,842千円で

あります。

──── ※７ 特別退職金

 特別退職金は、希望退職者募集に伴う、希望退

職者への退職金特別加算金であります。
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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ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(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 

 
 (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。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

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）

発行済株式の種類

普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 172 ― 67,932

合計 67,760 172 ― 67,932

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高 
（千円）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

提出会社

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 ―

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 ― ― ― ― ― ― ―
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当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の発行済株式の増加1,100,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 
 (注)１ 平成13年５月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

   ２ 平成13年11月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

   ３ 平成15年６月新株予約権の当事業年度の減少は、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。 

   ５ 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。 

 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。 

  

  

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）

発行済株式の種類

普通株式 4,486,600 1,100,000 ─ 5,586,600

合計 4,486,600 1,100,000 ─ 5,586,600

自己株式の種類

普通株式 67,932 ─ ─ 67,932

合計 67,932 ─ ─ 67,932

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高 
（千円）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

提出会社

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 ─ 11,900 99,200 ―

平成18年４月 
新株予約権 
(注)５、６

普通株式 75,500 ─ 7,000 68,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

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)

現金及び預金勘定 421,302千円

現金及び現金同等物 421,302千円
 

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20年12月31日)

現金及び預金勘定 328,398千円

現金及び現金同等物 328,398千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

1 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

及び期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額相当額 171,822千円

減価償却累計額相当額 100,146千円

期末残高相当額 71,675千円

1 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

及び期末残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

取得価額相当額 171,822千円

減価償却累計額相当額 136,795千円

期末残高相当額 35,026千円

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

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,286千円

１年超 3,011千円

合計 26,297千円

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

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 38,521千円

減価償却費相当額 36,649千円

支払利息相当額 910千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 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減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありませんの
 で、項目等の記載は省略しております。
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前事業年度 (平成19年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

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 

  

 
(注) 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を 

行い、投資有価証券評価損22,625千円を計上しております。 

  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得価額を 
超えるもの

株式 80 145 65

その他 30,131 30,310 179

合計 30,211 30,456 244

内容 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

合計 10,708

(2)子会社株式及び関連会社株式

子会社株式
関連会社株式

0
4,900

合計 4,900
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当事業年度 (平成20年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 表中の取得原価は減損処理後の取得価格であります。なお、当事業年度において減損処理を行い有価証券 

評価損44千円を計上しております。 

  

２ 当事業年度に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 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 

  

 
(注) 当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損4,647千円を計上しております。なお、当事業 

年度において関連会社株式について投資損失引当金4,899千円を計上しております。 

  

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得価額を 
超えないもの

株式 35 35 ─

合計 35 35 ─

区分
売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額
(千円)

その他 30,453 322 ─

合計 30,453 322 ─

内容 貸借対照表計上額(千円)

(1)その他有価証券

非上場株式 6,060

合計 6,060

(2)子会社株式及び関連会社株式

子会社株式
関連会社株式

0
4,900

合計 4,900
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

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記載を省

略しております。 

  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 
  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(1) 取引の内容

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引であります。

(1) 取引の内容

───

(2) 取引に対する取組方針

  当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変

動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

───

(3) 取引の利用目的

  当社のデリバティブ取引は将来の金利市場における

金利変動リスクを回避する目的で利用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。

(3) 取引の利用目的

───

  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。

  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

  ヘッジ方針

   当社の内規に基づき、金利変動リスクをヘッジし

ております。

  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) 取引に係るリスクの内容

  金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引相手先は高格付を有す

る金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

───

(5) 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた内規に従い、資金管理

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

(5) 取引に係るリスク管理体制

───

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

  取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体

がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので

はありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

───
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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） 

  

 
  

  

 
(注) 当事業年度において投資損失引当金 4,899千円を計上しております。 

(持分法損益等)

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

当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 0

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 14,769

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △33,402
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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 親会社及び法人主要株主等 

 
  

２ 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   (1) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のマーケティング事業における一部広

告商品の独占的販売代理会社であり、その取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決

定しております。 

   (2) 井筒雅博が経営顧問として行った取引であり、顧問料の支払については、契約書に基づき双方協議の上

合理的に決定しております。 

  

(関連当事者との取引)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都 
渋谷区

3,387
インターネ
ット広告業

直接 26.5 
間接 19.0 

兼任４名 営業取引
インターネ
ット広告売
上 (注)２

626,321 売掛金 81,476

属性 氏名 住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主 

（個人)
井筒 雅博 ― ―

前当社 
取締役 
㈱ グ リ ッ
ド・ソリュ
ーションズ
代表取締役

直接 22.5 ― ―
顧問料の
支払 
(注)２

11,428 ― ―
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当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 
  

２ 役員及び個人主要株主等 

 
  
３ 兄弟会社等 

 
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社は、当社のマーケティング事業における一部広告商

品の独占的販売代理会社であり、その取引条件は、過去の取引実績等を勘案して合理的な取引条件を決定し

ております。 

   ２ 当社の銀行機関からの借入に対して債務保証を受けており、前月末本件債務残高×年率0.5％の保証料を支

払っております。 

なお、貸出コミットメントライン契約（契約極度額250,000千円）の設定もしておりますが、当事業年度末

において、本契約に基づく借入残高はありません。 

   ３ 井筒雅博が経営顧問として行った取引であり、顧問料の支払については、契約書に基づき双方協議の上合理

的に決定しております。 

   ４ 取引条件は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

   ５ 合併に伴う本社移転の敷金支払によるものであり、その賃貸条件は市場相場を勘案して交渉の上、決定して

おります。 

   ６ 当社が実施した第三者割当増資(１株につき119円)によるものであります。 

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

デジタル・ア
ドバタイジン
グ・コンソー
シアム㈱

東京都 
渋谷区

3,387
インターネ
ット広告業

直接 6.6 
間接 49.8 

兼任４名 営業取引

インターネ
ット広告売
上  
(注)１

613,818 売掛金 86,832

当社銀行借

入等に対す

る債務被保

証  

(注)２

133,340 未払金 96

債務保証料

の支払 

(注)２

1,879

属性 氏名 住所
資本金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主 

（個人)
井筒 雅博 ― ―

前当社 
取締役 
㈱ グ リ ッ
ド・ソリュ
ーションズ
代表取締役

直接 18.0 ― ―
顧問料の
支払 
(注)３

11,428 ― ―

属性
会社等 

の名称
住所

資本金 

(百万円)
事業の内容

議決権等の 

被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 

(千円)
科目

期末残高

(千円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

兄弟会社

㈱インタース

パイア

東京都 

港区
294

インターネ

ット広告業
直接  9.8 兼任２名 営業取引

インターネ

ット広告売

上 

(注)４

18,177 売掛金 11,311

差入保証金

の差入 

(注)５

16,749
差入保証

金
16,749

株式の割当

(注)６
65,450 ─ ─

㈱インターラ

イド

東京都 

港区
12

インターネ

ット広告代

理店業

直接 9.8 ─ ─
株式の割当

(注)６
65,450 ─ ─
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 49,973千円

投資有価証券評価損 22,808千円

ポイント引当金繰入額 8,454千円

繰越欠損金 593,660千円

その他 15,571千円

繰延税金資産小計 690,468千円

評価性引当額 △690,468千円

繰延税金資産合計 ─

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 72千円

 繰延税金負債合計 72千円

繰延税金負債の純額 72千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 50,041千円

投資有価証券評価損 24,761千円

ポイント引当金繰入額 8,627千円

本社移転に伴う除却損 15,572千円

繰越欠損金 597,416千円

その他 26,391千円

繰延税金資産小計 722,811千円

評価性引当額 △722,811千円

繰延税金資産合計 ─

繰延税金負債

 繰延税金負債合計 ─千円

繰延税金資産の純額 ─千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 

されない項目
△1.4％

住民税均等割 △1.0％

評価性引当 △39.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△1.0％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 

されない項目
△5.0％

住民税均等割 △4.4％

評価性引当 △36.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△5.7％
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
 (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及 

 び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の 

 場合は、この限りではない。 

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であ 

 ること、又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との 

 間で締結する「新株予約権者割当契約」に定めるところによる。 

(ストック・オプション等関係)

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 26名 
認定支援者 ６名

当社従業員 26名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 591,700株 普通株式 49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件  (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成13年５月28日
至 平成23年５月27日

自 平成13年11月16日 
至 平成23年11月15日

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 １名
当社従業員 30名 
当社子会社従業員 ６名 
社外協力者 １名

当社取締役 ３名 
当社従業員 78名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 140,200株 普通株式 234,500株

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日

権利確定条件  (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成16年６月１日
至 平成20年５月31日

自 平成20年１月１日 
至 平成22年５月31日

平成18年４月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ８名
当社監査役 ３名 
当社従業員 64名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 106,500株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件  (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成22年１月１日
至 平成26年12月31日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後      (株)

前事業年度末 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 304,000 3,700

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― 143,400

付与 ― ―

失効 ― 32,300

権利確定 ― ―

未確定残 ― 111,100

権利確定後      (株)

前事業年度末 55,400 ─

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 55,400 ─

平成18年４月
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 87,500

付与 ―

失効 12,000

権利確定 ―

未確定残 75,500

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ─

‐ 37 ‐

㈱エルゴ・ブレインズ（4309）平成20年12月決算短信（非連結）



 ②単価情報 

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 1,000 1,000

行使時平均株価      (円) ― ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 880 758

行使時平均株価      (円) ― ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成18年４月
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 708

行使時平均株価      (円) ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ―
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当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
 (注) １ 株式数に換算して記載しております。 

    ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

①新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及 

 び従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の 

 場合は、この限りではない。 

②新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であ 

 ること、又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との 

 間で締結する「新株予約権者割当契約」に定めるところによる。 

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ３名
当社従業員 26名 
認定支援者 ６名

当社従業員 26名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 591,700株 普通株式 49,900株

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日

権利確定条件  (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成13年５月28日
至 平成23年５月27日

自 平成13年11月16日 
至 平成23年11月15日

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 １名
当社従業員 30名 
当社子会社従業員 ６名 
社外協力者 １名

当社取締役 ３名 
当社従業員 78名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 140,200株 普通株式 234,500株

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日

権利確定条件  (注) ２ (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成16年６月１日
至 平成20年５月31日

自 平成20年１月１日 
至 平成22年５月31日

平成18年４月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 ８名
当社監査役 ３名 
当社従業員 64名

株式の種類別のストック・
オプションの数 (注) 1

普通株式 106,500株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件  (注) ２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成22年１月１日
至 平成26年12月31日
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストック・オプションの数 

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後      (株)

前事業年度末 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 5,100 900

未行使残 298,900 2,800

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 ― 111,100

付与 ― ―

失効 ― ─

権利確定 ― 111,100

未確定残 ― ─

権利確定後      (株)

前事業年度末 55,400 ─

権利確定 ― 111,100

権利行使 ― ―

失効 55,400 11,900

未行使残 ─ 99,200

平成18年４月
ストック・オプション

権利確定前     (株)

前事業年度末 75,500

付与 ―

失効 7,000

権利確定 ―

未確定残 68,500

権利確定後      (株)

前事業年度末 ─

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ─
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 ②単価情報 

 
  

平成13年５月
ストック・オプション

平成13年11月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 1,000 1,000

行使時平均株価      (円) ― ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成15年６月
ストック・オプション

平成17年12月 
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 880 758

行使時平均株価      (円) ― ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ― ―

平成18年４月
ストック・オプション

権利行使価格       (円) 708

行使時平均株価      (円) ―

公正な評価単価 (付与日) (円) ―
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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) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(注) 1 株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 
１株当たり純資産額 97円10銭

 
１株当たり純資産額 84円78銭

 
１株当たり当期純損失 54円79銭

 
１株当たり当期純損失 20円19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

 １株当たり当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。

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当期純損失(△) (千円) △242,084 △91,905

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失(△) (千円) △242,084 △91,905

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,418,802 4,550,908

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり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 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)  

 

(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 992個) 

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 685個) 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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。

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。
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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)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

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

  

───

 

１ 金銭消費貸借契約の締結について

  当社は、平成21年１月22日開催の取締役会におい

て、株式会社インタースパイアとの間で、同社を貸付

先とする金銭消費貸借契約を締結することを決議し、

実行しております。

（1）契約の相手会社 

  の名前
株式会社インタースパイア

（2）貸付額 70,000千円

（3）貸付利率 1.775％（年利）

（4）返済期限 平成21年７月末

（5）資金使途 運転資金

  なお、当社と株式会社インタースパイアは、追加情

報に記載のとおり、吸収合併契約を締結しておりま

す。
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(注)当該異動につきましては、平成20年12月８日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて 
  すでに開示しております。 

  

①新任取締役候補 

 
  

②新任監査役候補 

 
  

③退任予定取締役 

 
④辞任予定監査役 

 
  

平成21年3月25日 

  

  

５ その他

(１) 代表者の異動

代表取締役社長 
最高経営責任者（CEO）

早川 与規
現 執行役員最高経営責任者(CEO)、 
   株式会社インタースパイア代表取締役社長

取締役(非常勤) 宮田 徹 現 代表取締役

(２) その他の役員の異動

取締役 
最高財務責任者(CFO)

中村 健 現 株式会社インタースパイア取締役経営本部長

取締役 手嶋 浩己
現 執行役員リサーチ事業部長、 
   株式会社インタースパイア取締役副社長

取締役 福井 敦
現 株式会社インタースパイア取締役、 
   株式会社インターライド取締役COO

取締役 杉井 信一郎 現 株式会社インタースパイア社長室長

取締役(社外) 徳久 昭彦
現 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 
   取締役e-ビジネス本部長

常勤監査役 山﨑 滋 現 株式会社インタースパイア監査役

社外監査役 高嶋 修一 現 株式会社高嶋インベストメントイニシアチブ代表取締役

岡部 哲也 現 取締役事業統括本部副本部長

野口 芳延 現 取締役（社外）

櫻井 康芳 現 取締役（社外）

木村 退助 現 常勤監査役

吉田 雅紀 現 社外監査役

(３) 異動予定日
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