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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年3月期 12,826 △2.6 △472 ― △529 ― △2,306 ―
20年3月期 13,169 10.3 △204 ― △212 ― △1,969 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △37,233.34 ― △40.4 △6.9 △3.7
20年3月期 △32,058.36 ― △25.1 △2.2 △1.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △56百万円 20年3月期  △12百万円

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 6,787 4,887 67.2 73,462.23
20年3月期 8,639 7,223 79.3 110,920.88

（参考） 自己資本   21年3月期  4,559百万円 20年3月期  6,849百万円

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

21年3月期 △19 △319 △145 3,636
20年3月期 197 △690 △82 4,120

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 750.00 ― 0.00 750.00 46 ― 0.6
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

6,000 △9.6 △150 ― △155 ― △170 ― △2,738.75

通期 13,000 1.4 150 ― 140 ― 50 ― 805.52



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

詳細は「４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、「４．連結財務諸表 注記事項 （１株当たり情報）」をご覧ください。 

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 62,080株 20年3月期 61,760株
② 期末自己株式数 21年3月期  8株 20年3月期  7株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 11,250 △4.2 △468 ― △467 ― △2,400 ―
20年3月期 11,739 6.5 △261 ― △246 ― △2,015 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △38,753.43 ―
20年3月期 △32,804.88 ―

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 6,100 4,482 73.4 72,174.36
20年3月期 8,147 7,000 84.2 111,151.26

（参考） 自己資本 21年3月期  4,480百万円 20年3月期  6,863百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は「１．経営成績 （３）次期の見通し」をご覧ください。 



（１）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の金融危機が世界的な経済情勢の悪化を引き起こし、企業業績が低

迷するなど、景気後退が避けられない状況となりました。これに伴い雇用情勢は一気に厳しさを増し、インターネッ

ト関連の業種におきましても、競争の激化に加えて、消費意欲が低迷するなど厳しい経営環境となりました。 

 当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比（以下、「前年度比」という）2.6％減の12,826百万円となりまし

た。インターネット広告の販売（メディア事業）は、広告料金の水準が低迷したほか、経済情勢の悪化によって企業

の広告出稿が抑制され、低調に推移いたしました。一方、ユーザー課金サービス（エンタテインメント事業）は、イ

ンターネット接続サービスや音楽コンテンツ配信を中心に売上を伸ばしました。 

 売上原価は前年度比3.1％増の8,245百万円となりました。売上高は減少しておりますが、売上構成として原価率の

高い水準にあるインターネット接続サービスが増収となっているためであります。この結果、売上総利益は前年度比

11.5％減の4,580百万円となりました。売上高総利益率は同3.6ポイント減の35.7％となりました。 

 販売費及び一般管理費は、前年度比6.0％減の5,053百万円となりました。期中にソフトウェア資産やリース資産の

減損処理を行ったため、ソフトウェア等の償却費が減少しました。また、広告宣伝費等を圧縮し費用削減に努めまし

た。（「補足資料（連結）２．販売費及び一般管理費の明細」参照） 

 以上の結果、472百万円の営業損失を計上することとなりました。前年度の営業損失204百万円から損失幅が拡大す

る結果となりました。 

 営業外損益では持分法投資損失が増加いたしました。よって経常損失は529百万円となりました。前年度の経常損

失は212百万円でありました。 

 特別損益につきましては、ストックオプションの消却に伴い新株予約権戻入益185百万円を特別利益として計上し

ました。一方、前年度に続き多額の特別損失を計上しました。その額は1,702百万円です。主な内容は次のとおりで

す。 

• 減損損失 1,101百万円 

 （サーバーやネットワーク機器、ソフトウェア等の固定資産及びリース資産についての減損処理） 

• 投資有価証券評価損 256百万円（提携先の株式についての減損処理） 

• 関係会社整理損 92百万円 

• リース会計基準の適用に伴う影響額 18百万円 

 終損益は、2,306百万円の当期純損失となりました。前年度は1,969百万円の当期純損失でした。税金費用に関し

て、個別決算が税引前当期純損失の状況にあるため法人税額が発生していないことは前年度と同様でありますが、連

結子会社の利益水準の低下によって、法人税、住民税及び事業税が45百万円に減少しました。一方で、多額の損失を

計上したため、税効果会計における将来の課税所得を合理的に見積もることが難しく、繰延税金資産に評価性引当金

を設定しました。これにより法人税等調整額を225百万円（控除項目）計上しております。また、損失計上の連結子

会社が減少したことにより少数株主損失が42百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの状況 

メディア事業 

 当セグメントの売上高は前年度比19.7％減の3,648百万円、利益面は前年度は213百万円の営業利益でしたが、6

百万円の営業損失となりました。世界的な金融不安による急激な景気後退が企業業績に影響し、企業の広告出稿意

欲が減退したほか、ネットメディア間での競争が激しくなるなど、厳しい営業展開となりました。こうした中、広

告主のニーズはディスプレー型から個々のネットユーザーの関心に合致した広告を配信するパフォーマンス型へと

シフトするなど、ディスプレー型を強みにしてきた当社は商品戦略の転換を進めてまいりました。 

エンタテインメント事業 

 当セグメントの売上高は前年度比8.8％増の8,783百万円、一方、営業利益は同6.7％減の615百万円となりまし

た。インターネット接続サービスが安定的に会員数を伸ばしました。価格競争力のある料金設定への継続したニー

ズを背景に増収を維持しました。また、音楽コンテンツ配信がモバイル向けサービスを中心に増収となっておりま

す。一方、オンラインゲーム及びコミュニティーサービスは新タイトルの投入が次年度に遅れるなど減収となりま

した。コミュニティーサービスにつきましては、「婚活」ブームになどによって市場が活性化しており、当社とし

ましても、既存サービスの強化、並びに新サービスの開発に積極的に取り組みました。 

その他事業 

 当セグメントには金融サービス（クレジット事業及びＦＸ事業）、Ｅコマース、海外事業等からの収益を計上し

ておりますが、採算の厳しい状況が続いております。当セグメントの売上高は前年度比34.5％減の427百万円、営

業損失は同51.6％増の485百万円となりました。このような状況を踏まえ、経営資源を主力事業に集中すべく、平

成20年10月にＦＸ事業から、平成21年3月にクレジット事業から撤退いたしました。Ｅコマース事業、海外事業に

１．経営成績



つきましても、事業戦略の見直しを進めてまいりました。 

 事業の種類別セグメント情報につきましては、「４．連結財務諸表 注記事項 セグメント情報」を参照ください。

※売上区分別の販売実績については、「補足資料（連結）１．売上区分別の販売実績」を参照ください。 

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産は、前年度末に比べ1,852百万円減少し6,787百万円となりました。固定資産（有形・無

形固定資産、投資有価証券）の減損処理によって大きく減少しました。  

 流動資産では、現金及び預金が前年度末から2,485百万円減少し1,635百万円となりました。これは、資金運用の一

環として親会社のグループファイナンスに預入しているためで、その額は2,001百万円です。また、多額の当期純損

失を計上したものの、損失の大きな要因であった減損損失や投資有価証券評価損は資金流出を伴わないものでありま

す。受取手形及び売掛金は、年度末近くの販売活動が低調であったため、前連結会計年度末比117百万円減の2,152百

万円となりました。また、当年度は繰延税金資産を取り崩したことによって199百万円の減少要因となりました。 

 固定資産につきましては、ファイナンスリースによって取得したリース資産に「リース取引に関する会計基準」を

当連結会計年度末から適用いたしましたので資産の増加要因となっております。その額は、有形固定資産で151百万

円、無形固定資産で21百万円であります。また、当連結会計年度はサービス拡張のためのソフトウェアの取得（主に

音楽コンテンツ配信関係）に254百万円を投資しました。しかし一方で、減損処理によって大きく資産残高は減少い

たしました。有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を含む）に対する減損額は、それぞれ389百万円、624百万

円であります。これらの結果、当連結会計年度末の有形固定資産は前年度末比25百万円増の186百万円、無形固定資

産は同648百万円減の241百万円となりました。 

 投資その他の資産は、前年度末から317百万円減少し477百万円となりました。投資有価証券が評価損等によって

276百万円減少したほか、繰延税金資産の取り崩しによる減少額23百万円が主な減少要因となっております。 

 資産、負債及び純資産の主な変動は以下のとおりです。 

 負債につきましては、当連結会計年度末から適用した「リース取引に関する会計基準」に従い、流動負債及び固定

負債にリース債務を、それぞれ185百万円、327百万円計上しました。また、流動負債では、未払法人税等が連結子会

社における収益の低下に伴い前年度末から96百万円減少しました。これらにより負債合計は、前年度末比484百万円

増の1,900百万円となりました。 

 純資産は、前年度末に比べ2,336百万円減少し4,887百万円となりました。当期純損失を2,306百万円計上したため

で、当年度末の利益剰余金は△2,316百万円となりました。また、新株予約権の消却によって新株予約権残高が前年

度末より134百万円減少しました。以上の結果、当連結会計年度末の自己資本比率は前年度末比12.1ポイント減の

67.2％となりました。 

   

キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年度末に比べ483百万円減少し3,636百万円となりました。税金等

調整前四半期純損失を1,993百万円計上しましたが、非資金性の損失（減損損失1,101百万円、投資有価証券評価損

256百万円）が大きな要因となっております。 

  営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、19百万円の支出となりました。全般的に販売状況が低調に

推移したことで売上債権が減少し115百万円の資金収入になったほか、在庫リスクを伴うＥコマース事業を縮小し

たことにより、たな卸資産が減少し62百万円の収入要因となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、319百万円の資金を投資いたしました。無形固定資産の取

得としてメールサービスや音楽コンテンツ配信に係るソフトウェアを中心に254百万円の資金を使用しました。投

資戦略を見直しており、設備の更新や新サービスの開始に伴う投資に限定した水準となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、145百万円の資金の支出となりました。リース会計基準の

適用に伴いリース料の支払をリース債務の返済と認識しております。これに係る支出が200百万円となりました。

一方、子会社の増資に伴う収入（少数株主からの払込による収入）が50百万円ありました。 

＊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 

＊債務の返済に係る安全性指標につきましては、当連結会計期間末及び前連結会計年度末とも有利子負債がありま

せんので、記載を省略しております。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

  期末 期末 期末 期末 

自己資本比率（％）  80.8  82.6  79.3  67.2

時価ベースの自己資本比率（％）  712.2  144.5  50.4  21.9



（３）次期の見通し 

 平成22年3月期の連結業績予想の前提となる考え方は以下のとおりです。 

• メディア事業における経営環境は厳しい状況が続き、より一層の営業努力をしつつも、次期は当社広告商品の競争

力を高めることを 優先課題としております。そのためには媒体価値の向上に取り組むことが必要で、期を通じて

当該事業のファンダメンタルズを鍛え直すことに重点を置く考えであります。 

• エンタテインメント事業につきましては、前連結会計年度において収益性のある十分に合理的な収益性を確保しう

るサービスに集中して取り組むこととし、個々のサービスの取捨選択を進めてまいりました。次期は、既存サービ

スに加えて、一つ一つのサービスを育成し、着実に収益を増加させていく計画です。 

・過去、新たな収益機会を目指して、新分野へ先行投資的に取り組んできた事業がありましたが、ノンコア事業であ

ること、本業とのシナジーが期待しにくいとの観点から、金融サービス分野等から撤退しました、これにより次期

は、これまで利益水準を圧迫してきた要因の一部が解消され、収益回復の一助になると考えております。 

※業績予想に関する留意事項 

本資料に記載されている業績予想やその他の将来の見通しに関する記述は当社が現時点で入手可能な情報や社内機

密的に設定している経営計画並びに将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定等を前提とした当社経営陣

による判断に基づいています。実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 

（４）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、成長を続けるインターネット産業を舞台に、継続的な企業価値の向上によって株主の皆さまに利益を還元

していくことを、会社の使命としておりますが、２期連続で多額の損失を計上し、平成21年3月期末で利益剰余金

（個別）がマイナスの2,396百万円を超す状況となっております。つきましては、配当可能額がございませんので、

当年度の期末配当及び次期の配当予想を無配とさせていただきます。早期に収益性を回復し復配を目指す考えでござ

います。株主様におかれましてはご理解とご支援のほどをお願い申し上げたく存じます。  

  



 当社は親会社である伊藤忠商事株式会社が形成する企業集団の「情報通信・航空電子カンパニー」部門に属しており、

同企業集団においてインターネットを使った事業を展開しております。また当社は、子会社・関連会社と連携したサービ

スを提供しております。当社グループ（当社及び連結子会社、持分法適用関連会社）の主な事業内容は以下のとおりで

す。 

 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の内容については、「４．連結財務諸表 注記

事項（セグメント情報）」に記載のとおりであります。 

 なお、年度中、子会社であった株式会社クロスネットワークスは平成20年10月31日をもって清算いたしました。また、

子会社であったエキサイトＦＸ株式会社につきましては、平成20年10月７日に当社が保有する全株式を譲渡いたしまし

た。子会社の株式会社オンネットジャパンは、平成20年11月４日開催の同社取締役会で解散することを決議をしておりま

す。同様に、子会社のエキサイトクレジット株式会社は、平成21年３月26日開催の同社取締役会で解散することを決議し

ております。 

  

（１）メディア事業 

広告、検索連動型広告等 

（２）エンタテインメント事業 

コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、インターネット接続サービス等 

（３）その他 

 Ｅコマース、新規事業等 

 当社グループの構成及び企業集団における各社の位置付け並びに事業取引の系統図は以下のとおりです。 

・平成17年12月８日、ＮＴＴレゾナント株式会社と合弁でインターネット検索サービス会社 株式会社クロスリスティ

ングを設立しました。検索連動型広告（リスティング広告）の専門会社として、同事業の拡大を図っております。 

・平成19年３月22日、音楽レーベル事業に進出するため、エキサイト・ミュージックエンタテインメント株式会社を設

立しました。 

・平成19年４月11日、音楽ソフトの作成及び販売、原盤権の取り扱いを事業とする株式会社ハッツ・アンリミテッドの

第三者割当増資を引き受けました。当社は同社との業務提携を通じて音楽関連事業の拡大を目指します。 

・平成19年６月15日、美容室のインターネット検索サイトを運営するビューティーナビ株式会社の第三者割当増資を引

き受けました。当社は同社の美容室情報を活用しポータルサイトコンテンツの充実を図っております。 

なお、平成21年４月22日、当社取締役会にて第三者割当増資を引き受ける決議をいたしました。これに伴い同社は子

会社となる予定です。 

２．企業集団の状況



（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

き課題につきましては、平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月30日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため開示を省略します。 

  当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

  （当社ホームページ）  

 http://ir.excite.co.jp/ 

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））  

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

（５）内部管理体制の整備・運用状況につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ

ムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

  コーポレート・ガバナンスに関する報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

  （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））  

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/  

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,120,513 1,635,143

受取手形及び売掛金 2,270,954 2,152,985

たな卸資産 66,438 －

商品及び製品 － 1,195

原材料及び貯蔵品 － 850

前渡金 20,799 11,922

繰延税金資産 199,981 －

関係会社預け金 － 2,001,500

その他 150,705 152,215

貸倒引当金 △34,237 △72,687

流動資産合計 6,795,154 5,883,124

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 163,096 166,141

減価償却累計額 △74,041 △155,530

建物及び構築物（純額） 89,054 10,610

工具、器具及び備品 288,172 277,960

減価償却累計額 △216,814 △253,503

工具、器具及び備品（純額） 71,357 24,457

リース資産 － 533,329

減価償却累計額 － △382,192

リース資産（純額） － 151,137

有形固定資産合計 160,412 186,205

無形固定資産   

のれん 124,675 0

権利金 243,703 72,619

ソフトウエア 446,955 146,200

リース資産 － 21,401

その他 74,044 924

無形固定資産合計 889,380 241,145

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  542,413 ※1  265,467

破産更生債権等 － 6,115

繰延税金資産 23,353 －

敷金及び保証金 212,384 211,774

その他 21,722 －

貸倒引当金 △4,921 △6,115

投資その他の資産合計 794,952 477,241

固定資産合計 1,844,745 904,592

資産合計 8,639,899 6,787,716



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 938,784 911,850

未払金 262,562 318,071

リース債務 － 185,976

未払法人税等 115,445 18,754

未払消費税等 10,438 2,957

賞与引当金 － 32,201

事務所移転費用引当金 － 11,127

その他 75,493 91,577

流動負債合計 1,402,725 1,572,517

固定負債   

長期未払金 13,176 －

リース債務 － 327,277

繰延税金負債 － 919

固定負債合計 13,176 328,197

負債合計 1,415,901 1,900,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,227,467 3,229,934

資本剰余金 3,648,348 3,650,815

利益剰余金 △10,115 △2,316,664

自己株式 △4,800 △4,830

株主資本合計 6,860,900 4,559,255

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,224 691

評価・換算差額等合計 △11,224 691

新株予約権 137,058 2,745

少数株主持分 237,263 324,308

純資産合計 7,223,998 4,887,002

負債純資産合計 8,639,899 6,787,716



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 13,169,544 12,826,574

売上原価 7,994,384 8,245,655

売上総利益 5,175,159 4,580,919

販売費及び一般管理費 ※1  5,379,192 ※1  5,053,799

営業利益又は営業損失（△） △204,033 △472,880

営業外収益   

受取利息 14,698 11,923

受取配当金 1,409 975

その他 1,659 5,929

営業外収益合計 17,767 18,827

営業外費用   

支払利息 1,954 17,362

開業費 7,164 －

持分法投資損失 12,929 56,780

その他 3,733 1,764

営業外費用合計 25,781 75,908

経常利益又は経常損失（△） △212,047 △529,961

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,719

関係会社株式売却益 － 41,534

事業譲渡益 23,096 －

新株予約権戻入益 － 185,577

その他 404 5,106

特別利益合計 23,500 238,938

特別損失   

固定資産除却損 ※2  73,578 ※2  20,611

減損損失 ※3  195,067 ※3  1,101,532

投資有価証券評価損 1,015,161 256,568

関係会社整理損 － 92,616

クレーム処理損失 29,036 －

事業撤退に伴う商品評価損 ※4  196,765 －

チケット事業整理損失 ※5  88,086 －

事務所移転費用引当金繰入額 － 11,127

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 18,859

その他 118,732 201,255

特別損失合計 1,716,428 1,702,571

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,904,975 △1,993,594

法人税、住民税及び事業税 114,101 45,695

法人税等調整額 △50,992 225,036

法人税等合計 63,109 270,732

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,124 42,222

当期純損失（△） △1,969,209 △2,306,548



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,222,632 3,227,467

当期変動額   

新株の発行 4,834 2,467

当期変動額合計 4,834 2,467

当期末残高 3,227,467 3,229,934

資本剰余金   

前期末残高 3,643,513 3,648,348

当期変動額   

新株の発行 4,834 2,467

当期変動額合計 4,834 2,467

当期末残高 3,648,348 3,650,815

利益剰余金   

前期末残高 2,026,626 △10,115

当期変動額   

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △1,969,209 △2,306,548

持分法適用会社減少に伴う増加高 24,451 －

当期変動額合計 △2,036,742 △2,306,548

当期末残高 △10,115 △2,316,664

自己株式   

前期末残高 △4,800 △4,800

当期変動額   

自己株式の取得 － △30

当期変動額合計 － △30

当期末残高 △4,800 △4,830

株主資本合計   

前期末残高 8,887,972 6,860,900

当期変動額   

新株の発行 9,669 4,934

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △1,969,209 △2,306,548

持分法適用会社減少に伴う増加高 24,451 －

自己株式の取得 － △30

当期変動額合計 △2,027,072 △2,301,644

当期末残高 6,860,900 4,559,255



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △26,508 △11,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,283 11,916

当期変動額合計 15,283 11,916

当期末残高 △11,224 691

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26,508 △11,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,283 11,916

当期変動額合計 15,283 11,916

当期末残高 △11,224 691

新株予約権   

前期末残高 68,140 137,058

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,918 △134,313

当期変動額合計 68,918 △134,313

当期末残高 137,058 2,745

少数株主持分   

前期末残高 236,378 237,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 885 87,045

当期変動額合計 885 87,045

当期末残高 237,263 324,308

純資産合計   

前期末残高 9,165,983 7,223,998

当期変動額   

新株の発行 9,669 4,934

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △1,969,209 △2,306,548

持分法適用会社減少に伴う増加高 24,451 －

自己株式の取得 － △30

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85,087 △35,352

当期変動額合計 △1,941,985 △2,336,995

当期末残高 7,223,998 4,887,002



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,904,975 △1,993,594

減価償却費 51,867 146,198

権利金償却費 59,256 35,834

ソフトウエア償却費 243,300 198,497

のれん償却額 60,237 27,093

持分法による投資損益（△は益） 12,929 56,780

賞与引当金の増減額（△は減少） － 32,201

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36,833 39,644

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,036 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） △2,909 －

その他の引当金の増減額（△は減少） － 11,127

受取利息 △14,698 △11,923

受取配当金 △1,409 △975

支払利息 1,954 17,362

株式報酬費用 68,918 51,263

新株予約権戻入益 － △185,577

事業譲渡損益（△は益） △23,096 －

固定資産除却損 73,578 20,611

減損損失 195,067 1,101,532

関係会社株式売却損益（△は益） － △41,534

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,719

投資有価証券評価損益（△は益） 1,015,161 256,568

関係会社整理損 － 92,616

クレーム処理損失 29,036 －

事業撤退に伴う商品評価損 196,765 －

チケット事業整理損失 88,086 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 18,859

売上債権の増減額（△は増加） 161,531 115,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,469 62,959

前渡金の増減額（△は増加） 72,445 8,876

その他の流動資産の増減額（△は増加） 47,255 9,003

仕入債務の増減額（△は減少） 145,441 △26,934

未払金の増減額（△は減少） △52,822 76,319

未払費用の増減額（△は減少） △23,187 2,304

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△9,768 20,655

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,159 △2,073

その他の流動負債の増減額（△は減少） △37,574 15,166

長期未払金の増減額（△は減少） － △5,225

その他の営業活動による収入 113,811 68,195

小計 530,371 210,725

利息の受取額 14,698 11,923

配当金の受取額 1,409 975

クレーム処理損失の支払額 △29,036 －

利息の支払額 － △17,362

法人税等の支払額 △296,675 △153,006

その他 △23,734 △72,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,033 △19,346



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 310,000 －

投資有価証券の取得による支出 △283,523 △26,765

投資有価証券の売却による収入 130,622 6,720

関係会社株式の取得による支出 △6,501 －

有形固定資産の取得による支出 △26,019 △28,846

有形固定資産の除却による支出 － △8,100

有形固定資産の売却による収入 50 －

無形固定資産の取得による支出 △571,632 △254,631

事業譲受による支出 △284,107 －

事業譲渡による収入 24,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 9,636 610

その他の投資活動による収入（△支出） 7,136 △1,194

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △6,986

投資活動によるキャッシュ・フロー △690,338 △319,194

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △200,562

株式の発行による収入 9,669 4,934

自己株式の取得による支出 － △30

配当金の支払額 △91,984 －

少数株主からの払込みによる収入 － 50,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,314 △145,328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △575,619 △483,868

現金及び現金同等物の期首残高 4,696,132 ※1  4,120,513

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,120,513 ※1  3,636,644



 該当事項はありません。 

  

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ６社 

連結子会社の名称 

 ㈱クロスネットワークス 

 ㈱クロスリスティング 

 エキサイトクレジット㈱ 

 ㈱オンネットジャパン 

エキサイト・ミュージックエンタテイ

ンメント㈱  

エキサイトＦＸ㈱ 

上記のうち、エキサイトＦＸ㈱は、当連

結会計年度に設立したことにより、連結

の範囲に含めております。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

 ㈱クロスリスティング 

 エキサイトクレジット㈱ 

 ㈱オンネットジャパン 

エキサイト・ミュージックエンタテイ

ンメント㈱  

㈱クロスネットワークスは、平成20年10

月31日をもって清算したため、第３四半

期会計期間より連結の範囲から除外して

おります。また、エキサイトＦＸ㈱は、

平成20年10月７日付けで株式譲渡しまし

たので、第３四半期会計期間より連結の

範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数 ２社 

関連会社の名称 

 ㈱ハッツ・アンリミテッド 

ビューティーナビ㈱ 

上記の２社は、当連結会計年度において

株式を取得したことにより持分法適用の

関連会社に含めております。 

なお、前連結会計年度において持分法適

用会社でありました、㈱パー七十二プラ

ザは、実質的に影響力を有しているとは

認められなくなったことにより、持分法

の適用から除外しております。 

持分法適用の関連会社数 ２社 

関連会社の名称 

 ㈱ハッツ・アンリミテッド 

ビューティーナビ㈱ 

  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

              同 左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  

連結決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。  

①有価証券 

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 

 イ．商品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 (会計方針の変更) 

従来、総平均法による原価法を採用し

ておりましたが、当連結会計年度よ

り、移動平均法による原価法を採用し

ております。 

この変更は、取り扱う商材が従前に比

べ、総じてライフサイクルの短いもの

にシフトしている状況に鑑み、それら

の商品特性により適した評価方法に変

更するものであります。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。 

②たな卸資産 

 イ．商品及び製品 

移動平均法による原価法(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）を採用

しております。 

  

   ロ．貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

 ロ．原材料  

  移動平均法による原価法(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）を採用

しております。  

 ハ．貯蔵品 

終仕入原価法による原価法(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)を

採用しております。 

 (会計方針の変更) 

   当連結会計年度より「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日公表分)を適

用しております。 

これにより、営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失は、それぞれ

損失額が22,124千円増加しておりま

す。 

   なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）及び構築物に

ついては、定額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。 

  建物及び構築物     ３～22年 

  工具器具備品      ２～15年 

 (会計方針の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、

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。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。 

 (追加情報) 

 当社及び国内連結子会社は、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％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、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。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

        同 左 

  

  

  

  

  

  

  

  

 （会計方針の変更） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （追加情報） 

────── 

  

   ②無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、権利金については契約期間（１

～５年）に基づいております。また、

自社利用のソフトウェアについては、

当社グループにおける見込利用可能期

間（１～５年）に基づいております。 

 ②無形固定資産(リース資産を除く) 

       同 左 

  ────── 

  

 ③リース資産 

 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  

 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。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(3）繰延資産の処理方法  ①株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 ①株式交付費 

       同 左 

   ②開業費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

────── 

(4）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えて、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

収可能性を勘案し、回収不能見込額を

算定しております。 

①貸倒引当金 

      同 左 

  ────── ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支 

 給見込額の当連結会計年度負担額を計 

 上しております。 

  ────── ③事務所移転費用引当金 

 賃借している事務所の一部を退去する 

 に際し発生する費用の見込額を計上し 

 ております。 

(5）重要なリース取引の処理

方法 

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。  

 ────── 

  

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。  

消費税等の会計処理 

         同 左  

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

         同  左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれんの償却についは、５年間の均等償 

 却を行っております。なお、金額的重要 

 性が乏しい場合には、発生年度の損益と 

 して処理しております。 

         同 左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

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。 

        同  左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

────── (リース取引に関する会計基準)  

 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、当連結会計年度より「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))を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 これにより、営業損失は13,581千円減少し、経常損失

は3,780千円増加し、税金等調整前当期純損失は22,640千

円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表）  

────── 

（連結貸借対照表）  

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結

会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含ま

れる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ42,186千円、24,251千円であります。 

２．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「破産更生債権等」

は、当連結会計年度において区分掲記しました。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「破産更生債権等」は4,921千円であります。  

（連結損益計算書） 

１. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「株式交

付費」（当連結会計年度は、140千円）は、営業外費

用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用

「その他」に含めて表示することにしました。 

（連結損益計算書） 

────── 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「株式交付費」は、重要性が減じたた

め、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております「株式

交付費」は、140千円であります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

────── 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 ※１．このうち関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

 ※１．このうち関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。 

投資有価証券（株式） 千円120,630 投資有価証券（株式） 千円63,849

  ２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

  ２．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円

 当座貸越極度額の総額 1,200,000千円

借入実行残高  －千円

借入未実行残高     1,200,000千円



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

 給料手当  1,425,181千円 

 業務委託費 965,778千円 

 減価償却費 51,867千円 

 ソフトウェア償却費 236,919千円 

 貸倒引当金繰入額 36,833千円 

 給料手当     1,456,904千円 

 業務委託費      940,905千円 

 減価償却費       64,530千円 

 ソフトウェア償却費      164,615千円 

 貸倒引当金繰入額 

 賞与引当金繰入額  

      39,644千円 

30,692千円 

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

建物及び構築物 －千円

工具、器具及び備品 103千円

ソフトウェア 73,475千円

 計 73,578千円

建物及び構築物 8,379千円

工具、器具及び備品    411千円

ソフトウェア       11,820千円

 計       20,611千円

※３．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

 （１）資産グループ及び減損損失の金額 

※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。 

（２） グルーピングの方法  

 原則として、事業用資産については事業単位を基準と 

 してグルーピングを行っており、遊休資産については 

 個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

（３）減損損失を認識するに至った経緯 

 Ｅコマース事業につきましては、創業段階にあるもの

の、損益の状況や計画との乖離を勘案し、将来キャッシ

ュ・フローによる回収可能価額まで帳簿価額を減額いた

しました。 

 オンラインゲーム事業及び音楽コンテンツ配信事業に

つきましては、遊休状態にある資産について帳簿価額を

備忘価額まで減額しております。 

（４）回収可能価額の算定方法 

 使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを10％で割り引いて算定しております。 

資産グループ又は用途 

（供用する事業） 
資産の種類 

減損金額 

（千円） 

 Ｅコマース事業 
のれん  115,521

ソフトウェア  31,351

 オンラインゲーム事業 
権利金  24,880

ソフトウエア  14,478

 音楽コンテンツ配信事業 ソフトウエア  8,834

※３．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

 （１）資産グループ及び減損損失の金額 

 ※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。  

資産グループ又は用途

（供用する事業） 
資産の種類 

減損金額 

（千円） 

メディア事業 

建物付属設備  22,569

工具、器具及び備品  7,542

権利金  24,089

ソフトウェア  109,181

リース資産  34,842

その他   4,415

Ｅコマース事業 

工具、器具及び備品  242

のれん  89,394

ソフトウェア  2,896

オンラインゲーム

事業 

工具、器具及び備品  187

権利金  105,691

ソフトウェア  22,202

リース資産  44,167

その他  15,400

音楽コンテンツ配

信事業 

工具、器具及び備品  1,138

のれん  8,187

権利金   12,326

ソフトウエア  170,151

リース資産  10,679

その他事業 ソフトウェア  34,290

全社共用 

建物付属設備  50,942

工具、器具及び備品  30,112

ソフトウェア  22,198

リース資産  278,679

計  1,101,532



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  （２） グルーピングの方法  

 原則として、事業用資産については事業単位を基準と 

 してグルーピングを行っており、遊休資産については 

 個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

（３）減損損失を認識するに至った経緯 

 資産グループ毎に不採算案件に紐付く資産及び遊休資 

 産を特定し、回収可能価額まで減額しております。 

（４）回収可能価額の算定方法 

 使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ 

 ーを10％で割り引いて算定しております。工具、器具 

 及び備品の一部については正味売却価額により測定し 

 ております。 

 ※４．韓流タレントグッズを扱うＥコマース事業から撤退

しましたので、当該事業に係るたな卸資産について

帳簿価額を備忘価額まで減額いたしました。 

────── 

  

 ※５．チケット事業整理損失は、チケット事業の廃止に伴

う損失であり、内容は次のとおりであります。 

固定資産の除却 57,725千円

前払金の償却 30,361千円

 計 88,086千円

────── 

  



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３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 

 （注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものとなっております。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式(注)  61,272.0  488.0  －  61,760.0

合計  61,272.0  488.0  －  61,760.0

自己株式         

普通株式  7.2  －  －  7.2

合計  7.2  －  －  7.2

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  137,058

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  137,058

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  45,948  750 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

平成19年10月30日 

取締役会 
普通株式  46,035  750 平成19年９月30日 平成19年12月10日 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３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 

 （注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものとなっております。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式(注)  61,760.0  320.0  －  62,080.0

合計  61,760.0  320.0  －  62,080.0

自己株式         

普通株式  7.2  0.8  －  8.0

合計  7.2  0.8  －  8.0

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 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション 

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  2,745

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  2,745

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※1．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,120,513千円

現金及び現金同等物 4,120,513千円

関係会社預け金は、余裕資金を親会社である伊藤忠

商事㈱に預け入れており、現金及び現金同等物の扱

いとしております。  

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 

関係会社預け金勘定  

1,635,143千円

2,001,500千円

現金及び現金同等物 3,636,644千円

  ２．事業の譲受けにより増加した資産及び負債 

平成19年５月１日付けで化粧品Ｅコマース事業を譲

受けいたしました。当該事業の取得価額である

286,393千円と同額を、のれんとして資産に計上い

たしました。事業の譲受けに際し、受け入れた資産

及び引き受けた負債はありません。 

  ２．重要な非資金取引の内容 

     当連結会計年度より新たに計上したファイナンス・

リース取引に係るリース債務の額は、715,093千円

であります。   



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３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 

(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） 

建物及び構築物  3,938  1,019  2,919

工具、器具 
及び備品 

 639,893  194,713  445,180

ソフトウェア  205,008  81,480  123,528

合計  848,840  277,212  571,628

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  (ア) 有形固定資産 

     主として、ホストコンピュータ(「工具、器具及

     び備品」)であります。 

  (イ) 無形固定資産 

     ソフトウェアであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   「４．会計処理基準に関する事項 (２) 重要な減

   価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

   ります。 

  

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 179,327千円

１年超 406,167千円

合計 585,494千円

  

(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 240,434千円

減価償却費相当額 220,987千円

支払利息相当額 14,951千円

  

(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。 

(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との差

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。 



前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価があるもの  

  

２．当連結会計年度中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 

  

当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価があるもの  

  

２．当連結会計年度中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 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  33,694  37,552  3,858

小計  33,694  37,552  3,858

合計  33,694  37,552  3,858

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 130,622  －  10,518

種類 当連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券      

  非上場株式  384,230

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  48,462  50,399  1,936

小計  48,462  50,399  1,936

合計  48,462  50,399  1,936

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 6,720  6,719  －

種類 当連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券      

  非上場株式  151,218

（デリバティブ取引関係）



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

      販売費及び一般管理費「役員報酬」      38,828千円 

      販売費及び一般管理費「株式報酬費用」   30,089千円 
  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

   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・オプションの内容 

  

  

（ストック・オプション等関係）

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員75名 
当社役員２名 

当社従業員８名 
当社従業員２名 

ストック・オプション数 普通株式4,010株 普通株式1,040株 普通株式290株 

付与日 平成15年１月30日 平成15年１月30日 平成15年６月26日 

権利確定条件 

付与日（平成15年１月30日）

以降、権利確定日（平成17年

５月１日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年１月30日）

以降、権利確定日（平成17年

11月１日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年６月26日）

以降、権利確定日（平成17年

６月26日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 
平成15年１月30日から 平成15年１月30日から 平成15年６月26日から 

平成17年５月１日まで 平成17年11月１日まで 平成17年６月26日まで 

権利行使期間 
平成17年５月２日から 平成17年11月２日から 平成17年６月27日から 

平成24年12月18日まで 平成24年12月18日まで 平成25年６月25日まで 

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

付与対象者の区分及び数 
当社役員１名 

当社従業員16名 
当社役員１名 

当社従業員９名 当社従業員６名 

ストック・オプション数 普通株式580株 普通株式390株 普通株式480株 

付与日 平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

権利確定条件 

対象役員： 付与日（平成16年６月24日）

以降、権利確定日（平成18年

６月24日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成17年６月23日）

以降、権利確定日（平成19年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年10月10日）

以降、権利確定日（平成17年

11月１日）まで継続して勤務

していること。 

対象従業員： 

付与日（平成15年10月10日）

以降、権利確定日（平成17年

10月10日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 

対象役員： 平成16年６月24日から 平成17年６月23日から 

平成15年10月10日から 平成18年６月24日まで 平成19年６月23日まで 

平成17年11月１日まで     

対象従業員：     

平成15年10月10日から     

平成17年10月10日まで     

権利行使期間 

対象役員： 平成18年６月25日から 平成19年６月24日から 

平成17年11月２日から 平成26年６月23日まで 平成27年６月22日まで 

平成25年10月９日まで     

対象従業員：     

平成17年10月11日から     

平成25年10月９日まで     



  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象としております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役６名 
当社幹部従業員21名 

当社従業員133名 

ストック・オプション数 普通株式350株 普通株式610株 

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 

権利確定条件 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象幹部従業員： 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象従業員： 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成22年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 

平成18年７月11日から 

平成20年６月23日まで 

対象幹部従業員： 

平成18年７月11日から 

平成20年６月23日まで 

対象従業員： 

平成18年７月11日から 

平成22年６月23日まで 

権利行使期間 

平成20年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

対象幹部従業員： 

平成20年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

対象従業員： 

平成22年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

権利確定前   （株）       

 前連結会計年度末  －  －  －

 付与  －  －  －

 失効  －  －  －

 権利確定  －  －  －

 未確定残  －  －  －

権利確定後   （株）  －  －  －

 前連結会計年度末  1,258  520  138

 権利確定  －  －  －

 権利行使  258  110  14

 失効  110  －  14

 未行使残  890  410  110



  

  

② 単価情報 

  

  

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

権利確定前   （株）       

 前連結会計年度末  －  －  450

 付与  －  －  －

 失効  －  －  －

 権利確定  －  －  450

 未確定残  －  －  －

権利確定後   （株）       

 前連結会計年度末  286  246  －

 権利確定  －  －  450

 権利行使  88  18  －

 失効  52  36  80

 未行使残  146  192  370

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

権利確定前   （株）     

 前連結会計年度末  350  570

 付与  －  －

 失効  －  140

 権利確定  －  －

 未確定残  350  430

権利確定後   （株）     

 前連結会計年度末  －  －

 権利確定  －  －

 権利行使  －  －

 失効  －  －

 未行使残  －  －

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 15,230  15,230  16,500

行使時平均株価（円）  108,117  70,500  78,500

付与日における公正な 
 －  －  －

評価単価   （円） 

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 18,000  125,000  791,606

行使時平均株価（円）  170,386  194,667  －

付与日における公正な 
 －  －  －

評価単価   （円） 



 （注）表中の権利行使価格は、株式分割及び新株発行による調整後の金額を記載しております。 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度に付与したストック・オプションはないため、該当事項はありません。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。 

  

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 761,819  761,819

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な 

評価単価   （円） 

平成20年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成20年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 325,185  325,185

平成21年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成21年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 344,324  344,324

平成22年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成22年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 362,248  362,248

平成23年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成23年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 379,122  379,122



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

      販売費及び一般管理費「役員報酬」      24,058千円 

      販売費及び一般管理費「株式報酬費用」   27,205千円 

      特別利益「新株予約権戻入益」       185,577千円 
  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

   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・オプションの内容 

  

  

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

付与対象者の区分及び数 当社従業員75名 
当社役員２名 

当社従業員８名 
当社従業員２名 

ストック・オプション数 普通株式4,010株 普通株式1,040株 普通株式290株 

付与日 平成15年１月30日 平成15年１月30日 平成15年６月26日 

権利確定条件 

付与日（平成15年１月30日）

以降、権利確定日（平成17年

５月１日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年１月30日）

以降、権利確定日（平成17年

11月１日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年６月26日）

以降、権利確定日（平成17年

６月26日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 
平成15年１月30日から 平成15年１月30日から 平成15年６月26日から 

平成17年５月１日まで 平成17年11月１日まで 平成17年６月26日まで 

権利行使期間 
平成17年５月２日から 平成17年11月２日から 平成17年６月27日から 

平成24年12月18日まで 平成24年12月18日まで 平成25年６月25日まで 

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

付与対象者の区分及び数 
当社役員１名 

当社従業員16名 
当社役員１名 

当社従業員９名 当社従業員６名 

ストック・オプション数 普通株式580株 普通株式390株 普通株式480株 

付与日 平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

権利確定条件 

対象役員： 付与日（平成16年６月24日）

以降、権利確定日（平成18年

６月24日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成17年６月23日）

以降、権利確定日（平成19年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年10月10日）

以降、権利確定日（平成17年

11月１日）まで継続して勤務

していること。 

対象従業員： 

付与日（平成15年10月10日）

以降、権利確定日（平成17年

10月10日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 

対象役員： 平成16年６月24日から 平成17年６月23日から 

平成15年10月10日から 平成18年６月24日まで 平成19年６月23日まで 

平成17年11月１日まで     

対象従業員：     

平成15年10月10日から     

平成17年10月10日まで     

権利行使期間 

対象役員： 平成18年６月25日から 平成19年６月24日から 

平成17年11月２日から 平成26年６月23日まで 平成27年６月22日まで 

平成25年10月９日まで     

対象従業員：     

平成17年10月11日から     

平成25年10月９日まで     



  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象としております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役６名 
当社幹部従業員21名 

当社従業員133名 

ストック・オプション数 普通株式350株 普通株式610株 

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 

権利確定条件 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象幹部従業員： 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象従業員： 

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成22年

６月23日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 

平成18年７月11日から 

平成20年６月23日まで 

対象幹部従業員： 

平成18年７月11日から 

平成20年６月23日まで 

対象従業員： 

平成18年７月11日から 

平成22年６月23日まで 

権利行使期間 

平成20年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

対象幹部従業員： 

平成20年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

対象従業員： 

平成22年６月24日から 

平成24年６月22日まで 

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

権利確定前   （株）       

 前連結会計年度末  －  －  －

 付与  －  －  －

 失効  －  －  －

 権利確定  －  －  －

 未確定残  －  －  －

権利確定後   （株）  －  －  －

 前連結会計年度末  890  410  110

 権利確定  －  －  －

 権利行使  188  110  －

 失効  46  －  －

 未行使残  656  300  110



  

  

② 単価情報 

  

  

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

権利確定前   （株）       

 前連結会計年度末  －  －  －

 付与  －  －  －

 失効  －  －  －

 権利確定  －  －  －

 未確定残  －  －  －

権利確定後   （株）       

 前連結会計年度末  146  192  370

 権利確定  －  －  －

 権利行使  22  －  －

 失効  －  12  －

 未行使残  124  180  370

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

権利確定前   （株）     

 前連結会計年度末  350  430

 付与  －  －

 失効  －  284

 権利確定  350  134

 未確定残  －  12

権利確定後   （株）     

 前連結会計年度末  －  －

 権利確定  350  134

 権利行使  －  －

 失効  350  134

 未行使残  －  －

  

平成14年12月19日 平成14年12月19日 平成15年６月26日 

臨時株主総会決議 臨時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 15,230  15,230  16,500

行使時平均株価（円）  60,702  30,300    －

付与日における公正な 
 －  －  －

評価単価   （円） 

  

平成15年10月10日 平成16年６月24日 平成17年６月23日 

臨時株主総会決議 定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション④ ストック・オプション⑤ ストック・オプション⑥ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 18,000  125,000  791,606

行使時平均株価（円）  74,100  －  －

付与日における公正な 
 －  －  －

評価単価   （円） 



 （注）表中の権利行使価格は、株式分割及び新株発行による調整後の金額を記載しております。 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度に付与したストック・オプションはないため、該当事項はありません。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。 

  

  

平成18年６月23日 平成18年６月23日 

定時株主総会決議 定時株主総会決議 

ストック・オプション⑦ ストック・オプション⑧ 

権利行使価格 （円）

（注） 
 761,819  761,819

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な 

評価単価   （円） 

平成20年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成20年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 325,185  325,185

平成21年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成21年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 344,324  344,324

平成22年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成22年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 362,248  362,248

平成23年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

平成23年６月24日から権利行

使可能な新株予約権  

 379,122  379,122



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

                                            単位:千円

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、650,015千円であり、主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。 

     ３. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,402,012千円であり、主なものは、当社での

余資運用資金(現金及び現金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。 

     ４. 減価償却費には、無形固定資産に係る償却を含んでおります。 

５．事業区分の変更 

前連結会計年度では、「金融サービス事業」を区分掲記しておりましたが、当セグメントの重要性が低下し

たため、「その他事業」に含めて表示しております。なお、従前の区分に従った当連結会計年度における金

融サービス事業の売上高は26,907千円、営業費用は58,533千円、営業損失は31,626千円、総資産は501,428

千円、減価償却費は192千円、資本的支出は54,113千円であります。同じくその他事業の売上高は626,276千

円、営業費用は914,672千円、営業損失は288,396千円、総資産は351,098千円、減価償却費73,758千円、資

本的支出は307,687千円であります。 

 ６．会計方針の変更 

①「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、従

来、総平均法による原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、移動平均法による原価法を採

用しております。この変更は、取り扱う商材が従前に比べ、総じてライフサイクルの短いものにシフトし

ている状況に鑑み、それらの商品特性により適した評価方法に変更するものであります。なお、この変更

によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

②「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連

結会計年度より有形固定資産の減価償却の方法を、法人税法の改正に伴い、平成19年４月1日以降に取得

したものについて、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。なお、この変更によ

るセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  メディア事業 
エンタテイン 

メント事業 その他 計 消去又は全社  連結 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 
                                   

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高  4,544,273  8,073,577  551,693  13,169,544        13,169,544

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 5,411  －  101,490  106,901  △106,901  ―

計  4,549,684  8,073,577  653,183  13,276,445  △106,901  13,169,544

営業費用  4,336,560  7,413,796  973,205  12,723,561  650,015  13,373,577

営業利益(△損失)  213,124  659,781  △320,022  552,883  △756,916  △204,033

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
                                   

資産  1,262,652  2,122,707  852,527  4,237,887  4,402,012  8,639,899

減価償却費  94,307  230,921  77,589  402,818  11,843  414,662

減損損失  27,163  48,194  119,708  195,067  －  195,067

資本的支出  95,335  473,403  361,801  930,541  △41,569  888,971

事業区分 主要なサービス 

メディア事業 広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等 

エンタテインメント事業 
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、

インターネット接続サービス等 

その他事業 金融サービス、Ｅコマース、新規事業等 



７．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、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。 

この変更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

                                            単位:千円

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、563,459千円であり、主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。 

     ３. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,879,884千円であり、主なものは、当社での

余資運用資金(現金及び現金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。 

     ４. 減価償却費には、無形固定資産に係る償却を含んでおります。 

    ５．会計方針の変更 

①連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．(1) ②に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、メディア事業の営業損失が7,488千円増加し、エン

タテインメント事業の営業利益が5,612千円減少し、その他事業の営業損失が9,023千円増加しておりま

す。 

②連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 に記載のとおり、当連結会計年度より「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))を適用しております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、メディア事業の営業損失が4,286千円減少し、エンタテイ

ンメント事業の営業利益が8,970千円増加し、その他事業の営業損失が324千円減少しております。 

６．固定資産の減損損失の計上 

当連結会計年度において固定資産について減損損失を計上しました。各セグメントの資産の減少額は、メデ

ィア事業で202,640千円、エンタテインメント事業で390,133千円、その他事業で126,824千円減少、消去又

は全社で381,933千円となっております。 

  

  メディア事業 
エンタテイン 

メント事業 その他事業 計 消去又は全社  連結 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 
                                   

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高  3,648,273  8,783,756  394,544  12,826,574  －  12,826,574

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 379  －  33,300  33,679  △33,679  －

計  3,648,653  8,783,756  427,844  12,860,254  △33,679  12,826,574

営業費用  3,654,684  8,168,450  912,859  12,735,995  563,459  13,299,454

営業利益(△損失)  △6,030  615,305  △485,015  124,259  △597,139  △472,880

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
                                   

資産  937,273  1,984,368  332,025  3,253,667  3,534,049  6,787,716

減価償却費  76,839  134,996  34,605  246,441  161,181  407,623

減損損失  202,640  390,133  126,824  719,598  381,933  1,101,532

資本的支出  11,890  209,412  16,239  237,542  45,935  283,478

事業区分 主要なサービス 

メディア事業 広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等 

エンタテインメント事業 
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、

インターネット接続サービス等 

その他事業 金融サービス、Ｅコマース、新規事業等 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年

３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年

３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３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 

  

（関連当事者情報）

属性 
会社等の名

称 
住所 

資本金又

は出資金 

（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 

親会社 
伊藤忠商事

株式会社 

東京都 

港区 
 202,241 総合商社 

(被所有) 

－ 

業務支

援・商標

の使用・

資金寄託

取引 

売上  4,890 売掛金  －

直接 ロイヤリティ  258,354 買掛金  44,384

58.0% 業務委託  6,354 未払金  －

間接 受取利息  6,300  －  －

 1.8% 資金の寄託  1,800,273 －  －

 （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 

      ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。 

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金

利を勘案し、両社協議の上で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残

高を記載しております。 

属性 氏名 住所 

資本金又

は出資金 

（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 

役員 行方 國雄 - - 

当社監査役 

TMI総合法 

律事務所 

パートナー 

- - - 

TMI総合法律事

務所に対する

弁護士報酬の

支払 

 12,462 未払金  475

 （注）１．上記取引は第三者のためにする取引であります。 

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

   ３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当

事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

 （１）連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主（会社等に限る。）等 

  

 （２）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 （１）親会社情報 

    伊藤忠商事株式会社（上場証券取引所：東京、大阪、名古屋、福岡、札幌） 

 （２）重要な関連会社の要約財務情報 

    該当事項はありません。 

  

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％) 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会社 
伊藤忠商事

株式会社 

東京都 

港区 
 202,241 総合商社 

(被所有) 

業務支援・商

標の使用・資

金寄託取引 

売上  22,940 売掛金  420

直接 ロイヤリティ  229,008 買掛金  35,416

57.7 業務委託  46 －  －

間接 受取利息  4,584  －  －

 1.8 資金の寄託  1,488,383 預け金  2,001,500

 （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 

      ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。 

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場

金利を勘案し、両社協議の上で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平

均残高を記載しております。 

種類 
会社等の名 

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

（百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％) 

関連当事者との

関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

役員 行方 國雄 - - 

当社監査役 

TMI総合法 

律事務所 

パートナー 

- － 

TMI総合法律事

務所に対する

弁護士報酬の

支払 

 8,120 未払金  535

 （注）１．上記取引は第三者のためにする取引であります。 

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

   ３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。 



  

（企業結合等関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（パーチェス法の適用） 

当社は平成19年５月１日付けでユニライフジャパン株式会

社から化粧品Ｅコマース事業を譲受けいたしました。 

(1）事業を取得した相手企業の名称、取得した事業の内

容、企業結合を行った主な理由、企業結合日及び企業

結合の法的形式 

①事業を取得した相手企業の名称 

ユニライフジャパン株式会社 

②取得した事業の内容 

化粧品Ｅコマース事業 

③企業結合を行った主な理由 

当社Ｅコマース事業における取扱商品の拡大のため 

④企業結合日 

平成19年５月１日 

⑤企業結合の法的形式 

事業の譲受け 

(2）連結財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間 

平成19年５月１日から平成20年３月31日まで 

(3）取得した事業の取得原価 

286,393千円 

(4）発生したのれんの金額、のれんの発生原因、償却方法

及び償却期間 

①のれんの金額 286,393千円 

②のれんの発生原因 

受け入れた資産及び引き受けた負債が存在しないた

め、取得原価の全額をのれんとして処理しておりま

す。 

③償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却しております。 

(5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳 

該当事項はありません。 

(6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮

定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額 

 売上高    39,366千円 

 営業損失   3,853千円 

────── 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

上記は、事業譲受時期が平成19年５月１日であることか

ら、平成19年５月１日から平成19年９月30日までの同事業

における各月の売上高並びに営業損益の額を平均した額に

よっております。 

なお、当該注記については、監査証明を受けておりませ

ん。 

  



 （注）１株当たり当期純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

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。 

１株当たり純資産額 110,920円88銭 

１株当たり当期純損失金額 32,058円36銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

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。 

１株当たり純資産額  73,462円23銭 

１株当たり当期純損失金額    37,233円34銭 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失金額 
             

当期純利益（△損失）（千円）  △1,969,209  △2,306,548

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（△損失） 

（千円） 
 △1,969,209  △2,306,548

期中平均株式数（株）  61,425.76  61,948.47

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権）  (－)  (－)

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 

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数 1,150株） 

  

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数 562株） 

  



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．子会社の解散の旨及び理由 

連結子会社である株式会社クロスネットワークスは、

平成20年５月29日開催の同社の取締役会において、解

散することを決議しました。当該子会社は、インター

ネット上でのアフィリエイト広告の仲介を専門とする

会社でありますが、競争の激化により業績が低迷して

おり、経営戦略の見直しを行ってまいりましたが、過

当競争の状態を脱することは難しいとの判断に至り、

解散することとしたものであります。  

１．関連会社の増資引受の旨及び理由 

関連会社であるビューティーナビ株式会社の第三者割

当増資を引き受けることを平成21年４月22日開催の取

締役において決議しました。これに伴い同社は連結子

会社となります。同社とは資本及び業務上の提携関係

にあり、その関係強化を図るものであります。  

 ①当該会社の名称、事業内容 

名称   ビューティーナビ株式会社 

設立年月日 平成19年６月１日 

事業内容 美容院検索事業 

 ②出資の時期 

平成21年４月22日 取締役会決議 

平成21年５月14日 払込期日 

 ③取得する株式の数、出資額、出資後の持分比率 

   取得する株式の数 600株  

   出資額       60千円 

   出資後の持分比率 76.0％ 

  

 ①当該子会社の名称、事業内容、持分比率 

名称   株式会社クロスネットワークス 

事業内容 アフィリエイト広告仲介事業 

持分比率 83.4％ 

 ②解散及び清算の時期 

平成20年５月29日 当該子会社にて解散決議 

平成20年９月30日 清算結了（予定） 

 ③子会社の状況、負債総額 

   所在地   東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 

   代表者   代表取締役 星 聡 

   設立年月日 平成17年８月15日 

  （平成20年３月31日） 

   資本金   75,000千円 

   負債総額   4,989千円 

 ④当該解散による会社の損失見込額 

解散及び清算に伴う損益への影響は、軽微でありま

す。 

 ⑤当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

   解散及び清算に伴う営業活動等への影響は、軽微であ

   ります。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,332,059 1,001,261

売掛金 2,052,319 1,941,475

商品 40,185 －

商品及び製品 － 764

貯蔵品 11,488 －

原材料及び貯蔵品 － 120

前渡金 16,647 5,105

前払費用 85,789 41,734

繰延税金資産 192,441 －

関係会社預け金 － 2,001,500

その他 75,128 79,021

貸倒引当金 △34,059 △68,256

流動資産合計 5,771,999 5,002,727

固定資産   

有形固定資産   

建物 151,668 155,488

減価償却累計額 △71,964 △151,962

建物（純額） 79,704 3,525

工具、器具及び備品 271,320 273,619

減価償却累計額 △214,402 △250,631

工具、器具及び備品（純額） 56,917 22,988

リース資産 － 478,668

減価償却累計額 － △365,498

リース資産（純額） － 113,170

有形固定資産合計 136,621 139,684

無形固定資産   

のれん 112,164 0

権利金 237,329 72,619

ソフトウエア 406,815 127,838

ソフトウエア仮勘定 91,630 －

リース資産 － 11,524

その他 924 924

無形固定資産合計 848,864 212,907

投資その他の資産   

投資有価証券 421,783 201,617

関係会社株式 776,097 349,397

破産更生債権等 2,128 3,194

長期前払費用 16,801 －

繰延税金資産 23,353 －

敷金及び保証金 194,653 194,393

貸倒引当金 △2,128 △3,194

投資損失引当金 △42,445 －

投資その他の資産合計 1,390,243 745,408

固定資産合計 2,375,729 1,097,999

資産合計 8,147,728 6,100,726



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 831,626 770,544

リース債務 － 162,046

未払金 208,108 286,756

未払費用 20,355 21,633

未払法人税等 26,845 17,619

預り金 43,898 13,144

前受収益 2,756 2,337

賞与引当金 － 30,554

事務所移転費用引当金 － 11,127

流動負債合計 1,133,591 1,315,763

固定負債   

リース債務 － 301,422

長期未払金 13,176 －

繰延税金負債 － 788

固定負債合計 13,176 302,210

負債合計 1,146,768 1,617,973

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,227,467 3,229,934

資本剰余金   

資本準備金 3,513,466 3,515,934

その他資本剰余金 134,881 134,881

資本剰余金合計 3,648,348 3,650,815

利益剰余金   

利益準備金 8,604 8,604

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,494 △2,405,209

利益剰余金合計 4,110 △2,396,605

自己株式 △4,800 △4,830

株主資本合計 6,875,126 4,479,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,224 691

評価・換算差額等合計 △11,224 691

新株予約権 137,058 2,745

純資産合計 7,000,960 4,482,752

負債純資産合計 8,147,728 6,100,726



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,739,610 11,250,621

売上原価 7,326,452 7,478,925

売上総利益 4,413,157 3,771,695

販売費及び一般管理費 ※1  4,674,550 ※1  4,240,089

営業利益又は営業損失（△） △261,393 △468,393

営業外収益   

受取利息 ※2  13,755 ※2  11,176

受取配当金 1,374 975

為替差益 － 3

受託業務手数料 2,400 2,900

消費税調整額 － 1,452

その他 260 2,112

営業外収益合計 17,790 18,619

営業外費用   

支払利息 1,954 15,958

為替差損 803 －

消費税調整額 270 －

その他 124 1,480

営業外費用合計 3,153 17,439

経常利益又は経常損失（△） △246,756 △467,213

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,719

固定資産売却益 15 －

新株予約権戻入益 － 185,577

特別利益合計 15 192,297

特別損失   

固定資産除却損 ※3  58,128 ※3  42,331

減損損失 ※4  195,067 ※4  1,076,949

関係会社株式評価損 76,485 301,794

投資有価証券評価損 1,015,161 256,568

投資損失引当金繰入額 42,445 －

クレーム処理損失 29,036 －

事業撤退に伴う商品評価損 ※5  196,765 －

チケット事業整理損失 ※6  88,086 －

事務所移転費用引当金繰入額 － 11,127

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 17,049

その他 88,850 195,629

特別損失合計 1,790,027 1,901,450

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,036,768 △2,176,366

法人税、住民税及び事業税 22,339 6,985

法人税等調整額 △44,043 217,364

法人税等合計 △21,704 224,349

当期純損失（△） △2,015,064 △2,400,715



 （注）１．情報提供料は当社サイト上に掲載するコンテンツの購入費用であります。 

２．ホスティング・フィーは当社サイトのシステム運営費用であります。 

３．オンラインゲーム原価はオンラインゲームの運営費用及び権利金の償却費、ゲームの権利元へのレベニュー

シェアであります。 

４．ブロードバンド原価は当社ブロードバンドサービス「BB.excite」のインフラ費用であります。 

５．サービス提供料はフリーメールやチャット及びサーチサービスなどの運営費用であります。 

６．ＥＣ原価は、Ｅコマース（電子商取引）に係る商品仕入原価及びのれんの償却費等であります。 

７．ミュージック原価は、楽曲の権利元（レコード会社等）に対するレベニューシェアであります。 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 情報提供料 １   258,460  3.5  214,305  2.9

Ⅱ ホスティング・フィー ２  544,043  7.4  579,072  7.7

Ⅲ オンラインゲーム原価 ３  1,082,280  14.8  1,059,764  14.2

Ⅳ ブロードバンド原価 ４  2,479,682  33.8  3,576,749  47.8

Ⅴ 広告制作費用    187,962  2.6  129,201  1.7

Ⅵ サービス提供料 ５  69,595  0.9  21,701  0.3

Ⅶ  ＥＣ原価  ６  1,249,270  17.1  537,050  7.2

Ⅷ  ミュージック原価  ７  1,171,176  16.0  1,173,038  15.7

Ⅸ その他    283,978  3.9  188,042  2.5

売上原価    7,326,452  100.0  7,478,925  100.0



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,222,632 3,227,467

当期変動額   

新株の発行 4,834 2,467

当期変動額合計 4,834 2,467

当期末残高 3,227,467 3,229,934

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,508,632 3,513,466

当期変動額   

新株の発行 4,834 2,467

当期変動額合計 4,834 2,467

当期末残高 3,513,466 3,515,934

その他資本剰余金   

前期末残高 134,881 134,881

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 134,881 134,881

資本剰余金合計   

前期末残高 3,643,513 3,648,348

当期変動額   

新株の発行 4,834 2,467

当期変動額合計 4,834 2,467

当期末残高 3,648,348 3,650,815

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,604 8,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,604 8,604

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,102,554 △4,494

当期変動額   

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △2,015,064 △2,400,715

当期変動額合計 △2,107,048 △2,400,715

当期末残高 △4,494 △2,405,209

利益剰余金合計   

前期末残高 2,111,159 4,110

当期変動額   

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △2,015,064 △2,400,715

当期変動額合計 △2,107,048 △2,400,715

当期末残高 4,110 △2,396,605



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △4,800 △4,800

当期変動額   

自己株式の取得 － △30

当期変動額合計 － △30

当期末残高 △4,800 △4,830

株主資本合計   

前期末残高 8,972,505 6,875,126

当期変動額   

新株の発行 9,669 4,934

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △2,015,064 △2,400,715

自己株式の取得 － △30

当期変動額合計 △2,097,379 △2,395,811

当期末残高 6,875,126 4,479,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △26,508 △11,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,283 11,916

当期変動額合計 15,283 11,916

当期末残高 △11,224 691

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26,508 △11,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,283 11,916

当期変動額合計 15,283 11,916

当期末残高 △11,224 691

新株予約権   

前期末残高 68,140 137,058

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,918 △134,313

当期変動額合計 68,918 △134,313

当期末残高 137,058 2,745

純資産合計   

前期末残高 9,014,137 7,000,960

当期変動額   

新株の発行 9,669 4,934

剰余金の配当 △45,948 －

剰余金の配当（中間配当） △46,035 －

当期純損失（△） △2,015,064 △2,400,715

自己株式の取得 － △30

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84,201 △122,396

当期変動額合計 △2,013,177 △2,518,208

当期末残高 7,000,960 4,482,752



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

(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。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。  

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。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  

(2）その他有価証券 

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。 

 (会計方針の変更) 

従来、総平均法による原価法を採用し

ておりましたが、当事業年度より、移

動平均法による原価法を採用しており

ます。なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。 

この変更は、取り扱う商材が従前に比

べ、総じてライフサイクルの短いもの

にシフトしている状況に鑑み、それら

の商品特性により適した評価方法に変

更するものであります。 

(1）商品 

移動平均法による原価法(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)

を採用しております。 

  

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用

しております。  

(2）貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法(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)を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「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日公表分)を適用 

 しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び 

 税引前当期純損失は、それぞれ16,888 

  千円増加しております。  



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）及び

構築物については、定額法を採用し

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         ３～22年 

工具器具備品     ２～15年 

 (会計方針の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

 (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。 

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

(1）有形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更）  

────── 

  

  

  

  

  

  

（追加情報）  

────── 

  

  (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、権利金については契約期間

（１～５年）に基づいております。

また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能

期間（１～５年）に基づいておりま

す。 

(2）無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  ────── (3）リース資産  

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  

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。  



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えて、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

別に回収可能性を勘案し、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) 投資損失引当金 

   関係会社への投資に係る損失に備え

て財政状態並びに将来の回復見込等

を勘案して必要と認められる額を計

上しております。 

────── 

    

      (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額の当事業年度負担額を計

上しております。 

      (3) 事務所移転費用引当金 

   賃借している事務所の一部を退去す

るに際し発生する費用の見込額を計

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。 

────── 

  

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。なお、金額的重

要性が乏しい場合には、発生年度の損益

として処理することとしております。 

同左 

７．その他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 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

────── (リース取引に関する会計基準) 

 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、当事業年度より「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))を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

  これにより、営業損失は12,098千円減少し、経常損

失は3,860千円増加し、税引前当期純損失は20,909千

円増加しております。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

１．前事業年度において無形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「ソフトウェア仮勘定」は、資

産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「ソフ

トウェア仮勘定」は2,700千円であります。 

（貸借対照表） 

────── 



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 １．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

 １．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円

当座貸越極度額の総額     1,200,000千円

借入実行残高  －千円

借入未実行残高     1,200,000千円



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は46.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53.6％で

あります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は45.8％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は54.2％で

あります。 

主な費目及び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費  238,451千円 

業務提携料 467,003千円 

ロイヤリティ 258,354千円 

給料手当 1,176,655千円 

業務委託費 904,278千円 

減価償却費 48,763千円 

ソフトウェア償却費 236,791千円 

事務所家賃 236,669千円 

貸倒引当金繰入額  33,988千円 

主な費目及び金額は次のとおりであります。 

業務提携料      401,960千円 

ロイヤリティ      229,008千円 

給料手当    1,170,746千円 

業務委託費      928,291千円 

減価償却費       32,892千円 

ソフトウェア償却費      168,740千円 

事務所家賃      235,607千円 

貸倒引当金繰入額 

賞与引当金繰入額  

35,263千円 

30,554千円 

※２．受取利息には、関係会社からのものが、6,300千円

含まれております。 

※２．受取利息には、関係会社からのものが、4,584千円

含まれております。 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 103千円

ソフトウェア 58,025千円

 計 58,128千円

建物 

工具、器具及び備品 

8,100千円

   411千円

ソフトウェア       33,820千円

 計       42,331千円

 ※４．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

 （１）資産グループ及び減損損失の金額 

※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。 

（２） グルーピングの方法  

 資産グループは、事業単位に依っております。 

（３）減損損失を認識するに至つた経緯 

 Ｅコマース事業につきましては、創業段階にあるもの

の、損益の状況や計画との乖離を勘案し、将来キャッシ

ュフローによる回収可能価額まで帳簿価額を減額いたし

ました。 

 オンラインゲーム事業及び音楽コンテンツ配信事業に

つきましては、遊休状態にある資産について帳簿価額を

備忘価額まで減額しております。 

（４）回収可能価額の算定方法 

 使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを10％で割り引いて算定しております。 

資産グループ又は用途 

（供用する事業） 
資産の種類 

減損金額 

（千円） 

 Ｅコマース事業 
のれん  115,521

ソフトウェア  31,351

 オンラインゲーム事業 
権利金  24,880

ソフトウエア  14,478

 音楽コンテンツ配信事業 ソフトウエア  8,834

 ※４．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

 （１）資産グループ及び減損損失の金額 

※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。 

資産グループ又は用途

（供用する事業） 
資産の種類 

減損金額 

（千円） 

メディア事業 

建物付属設備  22,569

工具、器具及び備品  7,542

権利金  24,089

ソフトウェア  109,181

リース資産  34,842

その他   4,415

Ｅコマース事業 

工具、器具及び備品  242

のれん  89,394

ソフトウェア  2,896

オンラインゲーム

事業 

工具、器具及び備品  187

権利金  105,691

ソフトウェア  22,202

リース資産  44,167

その他  15,400

音楽コンテンツ配

信事業 

工具、器具及び備品  1,138

のれん  8,187

ソフトウエア  170,151

リース資産  10,679

その他事業 ソフトウェア  22,034

全社共用 

建物付属設備       50,942

工具、器具及び備品       30,112

ソフトウェア       22,198

リース資産      278,679

計    1,076,949



  

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  （２） グルーピングの方法  

 資産グループは、事業単位に依っております。 

（３）減損損失を認識するに至つた経緯 

 資産グループ毎に不採算案件に紐付く資産及び遊休資

産を特定し、回収可能価額まで減額しております。 

（４）回収可能価額の算定方法 

 使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロ

ーを10％で割り引いて算定しております。工具、器具及

び備品の一部については正味売却価額により測定してお

ります。 

 ※５．韓流タレントグッズを扱うＥコマース事業から撤退

しましたので、当該事業に係るたな卸資産について

帳簿価額を備忘価額まで減額いたしました。 

  

 ※６．チケット事業整理損失は、チケット事業の廃止に伴

う損失であり、内容は次のとおりであります。 

固定資産の除却 57,725千円

前払金の償却 30,361千円

 計 88,086千円

  

  



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

（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） 

普通株式  7.2  －  －  7.2

合計  7.2  －  －  7.2

  
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） 

普通株式  7.2  0.8  －  8.0

合計  7.2  0.8  －  8.0

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３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 

 (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） 

建物及び構築物  3,749  937  2,812

工具、器具 
及び備品 

 552,581  158,514  394,066

ソフトウェア  177,412  69,532  107,879

合計  733,743  228,984  504,758

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  (ア) 有形固定資産 

     主として、ホストコンピュータ(「工具、器具 

     及び備品」)であります。 

  (イ) 無形固定資産 

     ソフトウェアであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方 

   法」に記載のとおりであります。 

  

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 154,187千円

１年超 360,879千円

合計 515,067千円

  

(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 209,847千円

減価償却費相当額 197,950千円

支払利息相当額 12,908千円

  

(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。 

(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との

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。 



前事業年度（平成20年３月31日） 

 連結財務諸表に記載しております。 

 なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成21年３月31日） 

 連結財務諸表に記載しております。 

 なお、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

 当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

（企業結合等関係）



 （注） １株当たり当期純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

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。 

１株当たり純資産額 111,151円26銭 

１株当たり当期純損失金額 32,804円88銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

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。 

１株当たり純資産額    72,174円36銭 

１株当たり当期純損失金額 38,753円43銭 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失金額 
           

当期純利益（△損失）（千円）  △2,015,064  △2,400,715

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円） 
 △2,015,064  △2,400,715

普通株式の期中平均株式数（株）  61,425.76  61,948.47

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

普通株式増加数（株）  －  －

（うち新株予約権（株））  (－)  (－)

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 

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数 1,150株） 

  

新株予約権 ３種類 

（新株予約権の数 562株） 

  



  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．子会社の解散の旨及び理由 

連結子会社である株式会社クロスネットワークスは、

平成20年５月29日開催の同社の取締役会において、解

散することを決議しました。当該子会社は、インター

ネット上でのアフィリエイト広告の仲介を専門とする

会社でありますが、競争の激化により業績が低迷して

おり、経営戦略の見直しを行ってまいりましたが、過

当競争の状態を脱することは難しいとの判断に至り、

解散することとしたものであります。  

１．関連会社の増資引受の旨及び理由 

関連会社であるビューティーナビ株式会社の第三者割

当増資を引き受けることを平成21年４月22日開催の取

締役において決議しました。これに伴い同社は連結子

会社となります。同社とは資本及び業務上の提携関係

にあり、その関係強化を図るものであります。  

 ①当該会社の名称、事業内容 

名称   ビューティーナビ株式会社 

設立年月日 平成19年６月１日 

事業内容 美容院検索事業 

 ②出資の時期 

平成21年４月22日 取締役会決議 

平成21年５月14日 払込期日 

 ③取得する株式の数、出資額、出資後の持分比率 

   取得する株式の数 600株  

   出資額       60千円 

   出資後の持分比率 76.0％ 

  

①当該子会社の名称、事業内容、持分比率 

   名称   株式会社クロスネットワークス 

   事業内容 アフィリエイト広告仲介事業 

   持分比率 83.4％ 

 ②解散及び清算の時期 

平成20年５月29日 当該子会社にて解散決議 

平成20年９月30日 清算結了（予定） 

 ③子会社の状況、負債総額 

    所在地   東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 

   代表者   代表取締役 星 聡 

   設立年月日 平成17年８月15日 

  （平成20年３月31日現在） 

   資本金   75,000千円 

   負債総額   4,989千円 

 ④当該解散による会社の損失見込額 

   解散及び清算に伴う損益への影響は、軽微でありま 

   す。 

 ⑤当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

   解散及び清算に伴う営業活動等への影響は、軽微であ

   ります。 



１．売上区分別の販売実績 

注「課金コンテンツサービス売上」の内訳は以下のとおりです。 

２．販売費及び一般管理費の明細 

  

６．補足資料（連結）

区分 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

広告売上  4,101,181  31.1  3,373,874  26.3

課金コンテンツサービス売上  4,291,043  32.6  4,466,270  34.8

ブロードバンドサービス売上  3,021,874  23.0  4,176,773  32.6

ＥＣ売上  1,280,224  9.7  602,765  4.7

その他売上  475,220  3.6  206,890  1.6

売上高合計  13,169,544  100.0  12,826,574  100.0

区分 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

金額（千円） 金額（千円） 

フレンズ  599,337  468,281

恋愛結婚  195,559  176,276

オンラインゲーム  1,480,354  1,409,097

音楽コンテンツ配信  1,923,638  2,209,768

その他  92,153  202,845

合計  4,291,043  4,466,270

区分 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額（千円） 金額（千円） 

広告宣伝費  252,954  180,424

販売手数料  351,030  344,354

販売促進費  115,835  158,581

業務提携料  466,939  401,960

ロイヤリティ  258,354  229,008

総人件費  1,739,668  1,825,074

業務委託費  965,778  940,905

減価償却費  51,867  64,530

ソフトウエア償却費  236,919  164,615

権利金償却費  8,000  3,910

のれん償却額  5,816  14,323

事務所家賃  272,934  271,683

その他  653,093  454,428

販売費及び一般管理費合計  5,379,192  5,053,799
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