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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 10,287 18.5 293 △27.8 195 △5.6 19 △75.3

20年3月期 8,680 18.7 406 △24.5 207 △57.0 78 △40.5

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 125.26 ― 0.5 1.7 2.9
20年3月期 489.20 ― 1.9 1.9 4.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20年3月期  △96百万円

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 11,940 4,892 32.9 25,777.38
20年3月期 11,624 4,970 34.5 25,521.05

（参考） 自己資本   21年3月期  3,925百万円 20年3月期  4,015百万円

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 796 △716 160 2,993
20年3月期 423 83 37 2,748

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 ― ― ― 300.00 300.00 47 61.3 1.2
21年3月期 ― ― ― 300.00 300.00 45 239.5 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― 300.00 300.00 22.8

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

5,100 13.9 145 45.0 75 15.7 20 0.4 131.33

通期 11,100 7.9 550 87.1 450 130.0 200 930.5 1,313.28
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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）  有  

(注) 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

(注) 詳細は、24ページ「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、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 (株)モバイル・アフィリエイト ） 除外 ―社 （社名 ）

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 186,368株 20年3月期 186,368株

② 期末自己株式数 21年3月期  34,077株 20年3月期  29,039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 396 △12.6 101 △38.7 86 △30.4 30 ―

20年3月期 453 △83.5 165 △32.5 124 △51.0 △144 ―

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 199.75 ―

20年3月期 △899.76 ―

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 4,806 3,470 72.2 22,791.31
20年3月期 4,923 3,548 72.1 22,555.11

（参考） 自己資本 21年3月期  3,470百万円 20年3月期  3,548百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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あたっての注意事項等について
は、３ ページ「１ 経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

254 8.3 110 38.9 106 26.2 61 △17.7 400.55

通期 419 5.7 137 35.3 128 47.8 74 139.1 485.91

- 2 -



①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、第１四半期における国際商品市況の高騰による原材料高に続

き、米国金融危機に端を発した金融資本市場の混乱が第２四半期後半から拡大し、世界同時株安や為替

の急激な変化、及び世界経済の急激な減退により、実体経済が大きく影響を受け、景気が急激に後退局

面を迎えました。  

このような環境の中、当社グループにおいては、当連結会計年度を「ここ数年来の目標であった連結

売上100億円を達成し、次のレベルを目指す更なる挑戦の期」と位置づけ、具体的な施策として、(i)既

存事業の一層の成長に向けての準備と成長方法の再設計、(ii)成長セグメント事業の成長の加速、及び

(iii)企業耐性の向上（運営環境の変化に負けない体制の構築）、の３点を重点課題として取り組んで

来ました。 

こうした取組みの結果、当連結会計年度の連結売上高は10,287百万円（前期比18.5%増）、連結営業

利益は293百万円（前期比27.8%減）、連結経常利益は195百万円（前期比5.6%減）、連結当期純利益は

19百万円（前期比75.3%減）となりました。 

当連結会計年度の事業セグメント別の業績については以下の通りです。 

出版事業におきましては、業界全体が引き続き厳しい環境にある中、資格書や年末商品など書籍販売

が年度を通じて堅調に推移し、年度前半におけるインターネットメディア広告や受託業務の好調な売上

も寄与し、売上高は3,577百万円（前期比4.6%増）と増収になりました。営業利益は販売促進費の増加

などにより、348百万円（前期比0.8%減）となりました。  

コーポレートサービス事業におきましては、第４四半期における外資系クライアントからの受注金額

減少があったものの、前期からの新規開拓営業努力が功を奏して第３四半期まで受注が堅調に推移した

ことから、売上高は1,116百万円（前期比4.2%増）となりました。営業利益は、コストアップの影響な

どで、85百万円（前期比14.3%減）となりました。 

ソフトウェア・ネットワーク事業におきましては、モバイル関連事業がコンテンツ拡充などにより引

き続き好調に推移したこと、ソフトウェア開発受託業務における大型クライアントとの関係強化が図れ

たこと、及び一昨年10月に当社連結子会社となった(株)イージーユーズや昨年９月に当社連結子会社と

なった(株)モバイル・アフィリエイトの売上が寄与したことから、売上高は2,301百万円（前期比62.0%

増）となりました。営業利益は、(株)イージーユーズが営業損失を計上したことから、△18百万円（前

期比82百万円減）となりました。 

インターネットカフェ事業におきましては、競争激化による既存店舗売上減少はあったものの、一昨

年暮れ以降に新規出店したインターネットカフェ４店舗、及び新たな事業として新規出店したカラオケ

１店舗の売上が寄与し、売上高は1,790百万円（前期比13.7%増）となりました。営業利益は、新規出店

費用負担と一部既存店舗の収益化の遅れなどから、△18百万円（前期比77百万円減）となりました。 

教育・人材事業におきましては、(株)システム・テクノロジー・アイの法人向けサーバーソフトウェ

ア販売が大きく売上を伸ばしたこと、及び(株)SEプラスの育成型人材派遣事業やメディア事業などが第

３四半期まで好調に推移したことにより、売上高は1,497百万円（前期比25.6%増）となりました。営業

利益は、(株)システム・テクノロジー・アイにおける利益率の高い大型案件成約や当事業全体での継続

的な経費削減取組みの成果により、134百万円（前期比105.9%増）となりました。 

その他の事業におきましては、売上高３百万円（前期比横這い）、営業利益５百万円（前期比7.4%

減）となりました。 

1. 経営成績

(1)経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

米国金融危機に端を発した世界的な景気後退が長期化する懸念があり、わが国においても企業収益、

個人消費、及び雇用の本格的な回復には相当の時間を要することが予想されます。 

その中にあって、当社グループが属するIT関連業界においては、企業間の競争力格差拡大により、企業

の淘汰や収益力格差拡大が以前にも増して進むものと思われます。 

 次期の業績見通しにつきましては、教育・研修事業、モバイル関連事業、資格書等の好調分野の強化

やその他の既存事業の効率化、迅速な企業再編などによる不採算事業会社の再建を図ることにより、連

結売上高11,100百万円（前期比7.9%増）、連結営業利益550百万円（前期比87.1%増）、連結経常利益

450百万円（前期比130.0%増）、連結当期純利益200百万円（前期比930.5%増）を予定しております。 

(注)業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度は、前連結会計年度に比べて総資産が316百万円増加、負債が394百万円増加いたしま

した。純資産につきましては、少数株主持分が10百万円増加しましたが、利益剰余金が28百万円減少し

たこと及び自己株式が55百万円増加したことなどにより、4,892百万円となりました。純資産から新株

予約権及び少数株主持分を引いた自己資本は、3,925百万円となり、自己資本比率は32.9%と前連結会計

年度末（34.5%）とくらべて1.7%減少いたしました。  

主な増減は以下の通りです。  

【流動資産】 295百万円増加 

有利子負債増加296百万円を主因とする現金及び預金355百万円増加、(株)モバイル・アフィリエイ

トの連結子会社化を主因とする受取手形及び売掛金90百万円増加、及び(株)イージーユーズにおけ

る金融商品売却を主因とする有価証券109百万円減少によるものです。  

【固定資産】 20百万円増加  

(株)INCユナイテッドを中心とした建物及び構築物への設備投資83百万円増加、(株)モバイル・アフ

ィリエイトの連結子会社化等によるのれん71百万円増加、及び当社・子会社が保有している投資有

価証券132百万円減少によるものです。  

【流動負債】 218百万円増加 

短期借入金（１年以内返済長期借入金を含む）383百万円増加、買掛金61百万円増加、及び１年以内

償還予定社債231百万円減少によるものです。  

【固定負債】 175百万円増加  

長期借入金225百万円増加、及び社債81百万円減少によるものです。  

【純資産】  

(株)モバイル・アフィリエイトの連結子会社化により少数株主持分が10百万円増加し、自己株式が

取得により55百万円増加しましたが、配当等により利益剰余金が28百万円減少しております。  

  

(2)財政状態に関する分析
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②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況        （単位：百万円） 

 
当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

245百万円(8.9%)増加し、2,993百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は796百万円（前連結会計期間比88.2%増）となりました。収入の主な内

訳は、減価償却費426百万円、補償金の受取100百万円、税金等調整前当期純利益73百万円及び投資有価

証券評価損63百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等支払額108百万円及び仕入債務の減少63百万

円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は716百万円（前連結会計期間比800百万円減）となりました。収入の主

な内訳は、投資有価証券の売却による収入84百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産取得によ

る支出450百万円、敷金及び保証金の差入による支出113百万円及び無形固定資産の取得による支出105

百万円であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は160百万円（前連結会計期間比325.7%増）となりました。収入の主な

内訳は、社債の発行による収入978百万円、長期借入による収入660百万円であり、支出の主な内訳は、

社債の償還による支出1,313百万円であります。  

  

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
※各指標は、以下の算式により算出しております。  

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／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

項      目 前連結会計年度 当連結会計年度

営業活動によるキャッシュ・フロー 423 796

投資活動によるキャッシュ・フロー 83 △716

財務活動によるキャッシュ・フロー 37 160

現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額）

519 245

現金及び現金同等物の期首残高 2,229 2,748

現金及び現金同等物の期末残高 2,748 2,993

平成17年３月期 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

自己資本比率(％) - 42.2 39.8 34.5 32.9

時価ベースの自己資本比率
(％)

- 77.5 39.3 13.5 10.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

- 7.4 25.9 11.5 6.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

- 11.8 2.8 5.9 9.7
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※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、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

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されてい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おります。 

また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額及び社債利息の支払

額を使用しております。 

※平成17年３月期は連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。  

  

当社は、長期的な視野に立ち、企業体質の強化を図りながら安定的配当を実施していくことを基本

方針としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の１回を基本的な方針としております。配当

の決定機関は、株主総会であります。当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会

決議で行うことが出来る旨、定款で定めております。当事業年度の配当については、当社を取り巻く

事業環境の変化及び今後の業績の見通し等を勘案し、前事業年度と同額の１株につき年間300円とし

ております。内部留保資金につきましては、現在の各事業内における基盤拡大のための安定的且つ効

率的な投資のために役立てる所存であります。 

次期の利益配当金につきましては、当期と同じく１株につき300円を予定しております。 

  

当社グループの事業上のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日現在

において判断したものであります。  

当社グループにおける出版事業においては、業界の慣行に従い、取次会社及び書店に配本した出版

物(書籍及び雑誌等）のほとんどについては、配本後、約定期間（委託期間）内に限り、返品を受け

入れることを販売条件とする委託販売制度を採用しております。当事業においては、返品を減少させ

るため、各書店における販売動向を充分に考慮した配本を行っております。また、返品による損失に

備えるため、会計上、出版事業に係る売掛金残高に一定期間の返品率及び売買利益率を乗じた額を返

品調整引当金として計上しておりますが、返品率の変動は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

当社グループにおける出版事業において、発行・販売する出版物については、「私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律」（以下、独占禁止法という）第24条の２の規定により、再販売価格

維持制度（以下、再販制度という）が認められる特定品目に該当適用しております。独占禁止法は、

再販制度を不公正な取引方法として原則禁止しておりますが、公正取引委員会の指定する書籍・雑誌

等の著作物の小売価格については、例外的に再販制度が認められております。なお、当社グループに

おいては、取次会社との取引価格の決定は、定価に対する掛け率によっております。 公正取引委員

会が平成13年３月23日に発表した「著作物再販制度の取扱いについて」によると、当面の間、再販売

制度は維持・存続される見通しですが、一方で再販制度を維持しながらも、消費者利益のため現行制

度の弾力的運用を業界に求めていく方針を発表しております。同制度の弾力的運用又は廃止は、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4)事業等のリスク

①委託販売制度について 

②再販制度について 
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当社グループは、当社を純粋持株会社とする分社経営体制に移行しました。今後共、機動的な組織

再編、M&Aの活用等により企業グループ総体の価値向上に努めていく方針ですが、組織再編等の進捗

状況によっては追加コストが発生し当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。  

当社は、連結子会社、持分法適用関連会社の他に、日本国内外の主にIT関連ベンチャー企業等に対

してその育成・支援を図るため投資を実施しております。これらの投資に際しては、投資先のリスク

要因、経営計画及び市場動向等を慎重に検討した上で実施しておりますが、諸要因により必ずしも投

資先企業が当初期待した通りの業績をあげることは保証されておりません。その場合投資先企業の評

価の見直しによる損失や回収の遅れ等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。  

当社グループは、各種事業展開及び顧客サービス提供のため、多くの個人情報をお預かりしていま

す。そのため当社グループ各社は、個人情報漏洩防止のための社員教育や内部監査の徹底、関連規程

の整備等により個人情報管理体制を一層強化しておりますが、万が一個人情報が流出し損害賠償責任

を問われた場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループが運営するIT関連事業においては、ユーザーの志向の変化、技術の進歩や革新による

新たな競争相手の出現又は同業他社との価格競争等により、利益を確保し難い状況になる可能性があ

ります。 

当社グループが運営するIT関連事業においては、総じて、企画力、編集力、プログラミング技術等

の高い専門性及び経験が要求されることから、事業の成長にはそのような要求水準に合う優秀な人材

の確保が不可欠であり、当社グループでは継続的に人材育成と確保に注力しておりますが、必要な人

材確保が出来ない場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループが運営するIT関連事業において、情報システムは極めて重要な役割をもっておりま

す。当社グループでは、情報システムの安定稼動を業務運営上の重要課題と認識してセキュリティ対

策等必要な対策を講じておりますが、地震等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウ

ィルス、電力供給の停止及び通信事業者に起因するサービスの中断・停止等により、情報システムが

機能しなくなる可能性が皆無ではなく、その場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。 

当社グループは、借入れによる資金調達をおこなっておりますが、資金需給、金利動向等金融市場

環境の影響を受けるため、これらの環境の変化が、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性が

あります。 

当社グループでは、自らの知的財産権を確保し、第三者の知的財産権を侵害しないよう努めており

ますが、万が一、当社グループが知的財産権に関し第三者から訴訟を提起され、又は自らの知的財産

権を保全するために訴訟を提起せざるを得なくなった場合には、時間・費用等多額の経営資源が費や

されたり、訴訟結果によっては、多額の損害賠償責任を負う可能性があります。 

③組織再編等について 

④投融資に係るリスクについて 

⑤個人情報管理について 

⑥市場環境の変化や他社との競争について

⑦人材確保に係るリスクについて 

⑧情報セキュリティについて

⑨資金調達について

⑩知的財産権について
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当社グループは、当社、連結子会社10社及び関連会社１社で構成されております。  

当社は、純粋持株会社として事業子会社の管理・統括、会社グループ経営企画、会計・人事・総務等管理

事務代行、不動産賃貸並びにグループファイナンスを行うと同時に、IT関連企業の起業支援・育成を行っ

ております。 

当社グループの事業の種類別セグメントとの関連は、下記の通りであります。 

 
以上の事項を事業系統図によって示すと、下記の通りであります。 

  

 

  

関連会社である(株)アールラーニング（当社の議決権所有割合34％）は、システムインテグレーショ

ン事業等を行っております。 

2. 企業集団の状況

(1)事業の内容

事業セグメント 事業内容 主要な会社

出版事業

コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コン
ピュータ関連のカンファレンス・教育、コンピュ
ータ関連技術情報のWeb上での提供、一般書
籍・海外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショ
ップにおけるソフトウェア・ハードウェアの販
売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販
売

(株)翔泳社

コーポレートサービス 
事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェ
ア等）関連企業を対象とする以下のサービス提
供：製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品
のマーケティング・販売促進に関するサービス、
ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企
業PR/IRのサポートサービス

(株)SEデザイン

ソフトウェア・ネットワ
ーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、
携帯インターネット技術及びメンテナンス、アミ
ューズメント施設の運営、インターネットサービ
ス設計・構築支援サービス、ネット広告販売

SEモバイル・アンド・ 
オンライン(株)

(株)ゲームグース

(株)イージーユーズ

(株)モバイル・アフィリエイト

インターネットカフェ 
事業

インターネットカフェ運営 INCユナイテッド(株)

教育・人材事業
IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、
Oracle/IBM認定研修、IT関連の職業紹介事業、人
材派遣事業、請負業務紹介事業

(株)システム・テクノロジー・
アイ

(株)SEプラス

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業 (株)クラスエイ
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 本年３月末現在の当社の関係会社の状況は、下記の通りであります。 

 
(注) １ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で示し、〔 〕内は、緊密な者の所有割合を外数で示

しております。 

２ 当社は、ソフトウェア・ネットワーク事業の成長の加速化を図るため、持分法適用会社であった(株)モバイ

ル・アフィリエイトの株式2,000株を平成20年９月29日付で追加取得した結果、当社と緊密な者の所有株式

数と合算して議決権の過半数を所有することになり、同社は当連結会計年度より連結子会社になりました。

  

(2)関係会社の状況

名称 住所

資本金又は 

出資金（百万

円）

主要な事業の内容

議決権の所有

（被所有）
関係内容

割合（％）
(注)１

（連結子会社）

株式会社翔泳社 東京都新宿区 50 出版事業 100.0 役員の兼任あり

SEモバイル・アンド・
オンライン株式会社

東京都新宿区 30 ソフトウェア・ネット
ワーク事業 100.0 役員の兼任あり

株式会社SEデザイン 東京都新宿区 30 コーポレートサービス
事業 100.0 役員の兼任あり

INCユナイテッド株式
会社

東京都新宿区 321 インターネットカフェ
運営 82.9 役員の兼任あり

株式会社ゲームグース 東京都新宿区 55 アミューズメント施設
の運営 100.0 役員の兼任あり

株式会社SEプラス 東京都新宿区 17 有料職業紹介事業 53.9 
(53.9) 役員の兼任あり

株式会社クラスエイ 東京都新宿区 10 不動産管理 100.0 役員の兼任あり

株式会社システム・テ
クノロジー・アイ

東京都中央区 346 教育（e-learning）
・研修事業 53.9 役員の兼任あり

株式会社イージーユー
ズ

東京都新宿区 350
インターネットソリュ
ーション・メディア事
業

54.6 役員の兼任あり

株式会社モバイル・ア
フィリエイト(注)２

東京都 
千代田区

37 アフィリエイト広告事
業

46.5 
〔11.5〕 役員の兼任あり

（持分法適用会社）

株式会社アールラーニ
ング

東京都新宿区 41 システムインテグレー
ション事業等 34.0 役員の兼任あり
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平成19年３月期決算短信（平成19年５月25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

め開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことが出来ます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.sehi.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/ 

  

当社グループは、成長性及び収益性の向上を 優先課題としております。目標とする経営指標は、

連結売上高150億円、売上高経常利益率７％を確保することを当面の目標としています。 

  

平成19年３月期決算短信（平成19年５月25日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことが出来ます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.sehi.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/ 

  

現実として、世界経済及び日本経済ともに、状況は混乱を極め、回復の見込みも不透明です。しか

し、経済は一貫して、そのサイクルを短期化し、変化率を増大させつつあり、悪いことも、良いこと

も、より激しく、短い周期でやって来る傾向にあります。第24期事業年度（平成21年３月期）はここ数

年来の目標であった連結売上100億円を達成し、第25期事業年度（平成22年３月期）は次のレベルを目

指す更なる挑戦の始まりでもあります。  

 具体的な施策としては、① 全事業会社黒字化、② 成長セグメント事業の成長の加速、③ 企業耐性

の向上（運営環境の変化に負けない体制の構築）を重点課題として取組む所存であります。 

また、法令遵守や信頼性のある財務報告に関しても引続き真摯に取組んでいきます。  

  

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.【連結財務諸表】

 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円) 

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 ※2 2,902 ※2 3,258

受取手形及び売掛金 2,144 2,234 

有価証券 120 10 

たな卸資産 1,252 － 

商品及び製品 － 1,024 

仕掛品 － 226 

原材料及び貯蔵品 － 16 

繰延税金資産 95 88 

その他 218 168 

貸倒引当金 △8 △6 

流動資産合計 6,725 7,020 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 1,636 ※2 1,816

減価償却累計額 △350 △446 

建物及び構築物（純額） 1,286 1,369 

土地 ※2, ※3 1,089 ※2, ※3 1,089

その他 951 1,089 

減価償却累計額 △638 △822 

その他（純額） 313 266 

有形固定資産合計 2,689 2,725 

無形固定資産 

のれん ※4 438 ※4 510

その他 336 358 

無形固定資産合計 775 868 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 451 ※1, ※2 319

敷金及び保証金 563 619 

繰延税金資産 139 144 

その他 301 268 

貸倒引当金 △22 △26 

投資その他の資産合計 1,434 1,325 

固定資産合計 4,899 4,919 

資産合計 11,624 11,940 
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(単位：百万円) 

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 691 752 

1年内償還予定の社債 1,013 781 

短期借入金 ※2 731 ※2 1,115

未払法人税等 98 70 

賞与引当金 74 75 

役員賞与引当金 6 － 

返品調整引当金 167 173 

その他 518 549 

流動負債合計 3,300 3,519 

固定負債 

社債 2,417 2,335 

長期借入金 ※2 693 ※2 918

退職給付引当金 164 180 

役員退職慰労引当金 56 62 

再評価に係る繰延税金負債 9 9 

その他 11 21 

固定負債合計 3,353 3,528 

負債合計 6,653 7,047 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,406 1,406 

資本剰余金 1,938 1,938 

利益剰余金 1,406 1,377 

自己株式 △735 △790 

株主資本合計 4,015 3,931 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △14 △20 

土地再評価差額金 ※3 14 ※3 14

評価・換算差額等合計 △0 △5 

新株予約権 － 0 

少数株主持分 955 966 

純資産合計 4,970 4,892 

負債純資産合計 11,624 11,940 
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 (2) 連結損益計算書

(単位：百万円) 

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 8,680 10,287 

売上原価 ※6 6,231 ※6 7,484

売上総利益 2,449 2,802 

返品調整引当金繰入額 － 6 

返品調整引当金戻入額 13 － 

差引売上総利益 2,463 2,796 

販売費及び一般管理費 ※1 2,056 ※1 2,502

営業利益 406 293 

営業外収益 

受取利息 11 6 

受取配当金 0 0 

為替差益 － 7 

投資有価証券売却益 11 － 

負ののれん償却額 8 16 

無効ユニット収入 － 5 

その他 18 12 

営業外収益合計 49 49 

営業外費用 

支払利息 70 77 

投資有価証券売却損 － 0 

社債発行費 11 21 

為替差損 25 － 

投資事業組合運用損 19 16 

持分法による投資損失 96 6 

その他 26 26 

営業外費用合計 249 147 

経常利益 207 195 
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(単位：百万円) 

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)

特別利益 

固定資産売却益 ※2 7 ※2 0

投資有価証券売却益 69 － 

持分変動利益 215 0 

受取補償金 － 28 

その他 0 － 

特別利益合計 293 29 

特別損失 

固定資産売却損 ※3 7 ※3 2

固定資産除却損 ※4 14 ※4 10

投資有価証券評価損 110 63 

減損損失 ※5 110 ※5 20

過年度役員退職慰労引当金繰入額 54 － 

店舗閉鎖損失 － 41 

社債償還損 － 4 

事務所移転費用 － 8 

特別損失合計 298 151 

税金等調整前当期純利益 201 73 

法人税、住民税及び事業税 147 85 

法人税等調整額 △33 10 

法人税等合計 114 96 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9 △42 

当期純利益 78 19 
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 (3) 連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円） 

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 1,406 1,406 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,406 1,406 

資本剰余金 

前期末残高 1,938 1,938 

当期変動額 

自己株式の消却 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 1,938 1,938 

利益剰余金 

前期末残高 1,397 1,406 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益 78 19 

新規連結による増加額 △30 － 

持分法適用会社減少に伴う減少額 △3 △0 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

当期変動額合計 8 △28 

当期末残高 1,406 1,377 

自己株式 

前期末残高 △680 △735 

当期変動額 

自己株式の取得 △54 △55 

自己株式の消却 － 0 

当期変動額合計 △54 △55 

当期末残高 △735 △790 

株主資本合計 

前期末残高 4,061 4,015 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益 78 19 

自己株式の取得 △54 △55 

自己株式の消却 － － 

新規連結による増加額 △30 － 

持分法適用会社減少に伴う減少額 △3 △0 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

当期変動額合計 △46 △83 

当期末残高 4,015 3,931 
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（単位：百万円） 

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 46 △14 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△60 △5 

当期変動額合計 △60 △5 

当期末残高 △14 △20 

土地再評価差額金 

前期末残高 10 14 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

3 0 

当期変動額合計 3 0 

当期末残高 14 14 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △0 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

0 － 

当期変動額合計 0 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 55 △0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△56 △5 

当期変動額合計 △56 △5 

当期末残高 △0 △5 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 0 

当期変動額合計 － 0 

当期末残高 － 0 

少数株主持分 

前期末残高 115 955 

当期変動額 

新規連結による増加額 830 57 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 △46 

当期変動額合計 839 10 

当期末残高 955 966 
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（単位：百万円） 

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)

純資産合計 

前期末残高 4,233 4,970 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益 78 19 

自己株式の取得 △54 △55 

自己株式の消却 － － 

新規連結による増加額 799 57 

持分法適用会社減少に伴う減少額 △3 △0 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46 △51 

当期変動額合計 737 △77 

当期末残高 4,970 4,892 
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円) 

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 201 73 

減価償却費 377 426 

長期前払費用償却額 33 36 

減損損失 110 20 

のれん償却額 24 37 

負ののれん償却額 △8 △16 

受取補償金 － △28 

店舗閉鎖損失 － 41 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 0 

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 1 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13 6 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 15 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 56 5 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △6 

投資有価証券評価損益（△は益） 110 63 

投資事業組合運用損益（△は益） 19 16 

投資有価証券売却損益（△は益） △81 0 

固定資産売却損益（△は益） 0 1 

固定資産除却損 14 10 

持分変動損益（△は益） △215 △0 

持分法による投資損益（△は益） 96 6 

為替差損益（△は益） 25 △5 

社債発行費 11 21 

受取利息及び受取配当金 △11 △7 

支払利息 70 77 

売上債権の増減額（△は増加） △162 49 

たな卸資産の増減額（△は増加） △35 △14 

仕入債務の増減額（△は減少） 110 △63 

前受金の増減額（△は減少） △15 19 

前払費用の増減額（△は増加） △8 △4 

未収入金の増減額（△は増加） △6 △17 

未払金の増減額（△は減少） △88 24 

未払消費税等の増減額（△は減少） △10 △0 

未収消費税等の増減額（△は増加） 20 44 

その他 △23 △8 

小計 603 824 

利息及び配当金の受取額 11 6 

利息の支払額 △71 △81 

法人税等の支払額 △159 △108 

法人税等の還付額 38 55 

補償金の受取額 － 100 

営業活動によるキャッシュ・フロー 423 796 
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(単位：百万円) 

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 

定期預金の払戻による収入 49 － 

有形固定資産の取得による支出 △452 △450 

有形固定資産の売却による収入 47 2 

無形固定資産の取得による支出 △199 △105 

投資有価証券の取得による支出 △308 △68 

投資有価証券の売却による収入 548 84 

関係会社株式の売却による収入 22 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

※2, ※3 535 ※2, ※3 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ ※4 △49

貸付けによる支出 △0 － 

貸付金の回収による収入 0 － 

長期前払費用の取得による支出 △36 △57 

敷金及び保証金の差入による支出 △148 △113 

敷金及び保証金の回収による収入 25 49 

預り保証金の返還による支出 － △10 

投資活動によるキャッシュ・フロー 83 △716 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △26 202 

長期借入れによる収入 400 660 

長期借入金の返済による支出 △356 △267 

社債の発行による収入 568 978 

社債の償還による支出 △460 △1,313 

少数株主からの払込みによる収入 － 2 

自己株式の取得による支出 △54 △56 

配当金の支払額 △32 △47 

少数株主への配当金の支払額 △0 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 37 160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 519 245 

現金及び現金同等物の期首残高 2,229 2,748 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,748 ※1 2,993
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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 すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数  ９社

㈱翔泳社、㈱ＳＥデザイン、ＳＥモ
バイル・アンド・オンライン㈱、㈱
ゲームグース、ＩＮＣユナイテッド
㈱、㈱ＳＥプラス、㈱クラスエイ、
㈱システム・テクノロジー・アイ、
㈱イージーユーズ 
なお、㈱システム・テクノロジー・
アイは株式交換に伴い、持分法適用
会社であった㈱イージーユーズは第
三者割当増資引受により、当連結会
計年度より連結子会社となりまし
た。

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数  10社

㈱翔泳社、㈱ＳＥデザイン、ＳＥモ
バイル・アンド・オンライン㈱、㈱
ゲームグース、ＩＮＣユナイテッド
㈱、㈱ＳＥプラス、㈱クラスエイ、
㈱システム・テクノロジー・アイ、
㈱イージーユーズ、㈱モバイル・ア
フィリエイト 
なお、㈱モバイル・アフィリエイト
は株式追加取得により、当連結会計
年度より連結子会社となりました。

２ 持分法の適用に関する事
項

 すべての関連会社を持分法の適用範囲
に含めております。
持分法を適用した関連会社数 ２社
持分法適用の関連会社名
 ㈱モバイル・アフィリエイト
 ㈱アールラーニング

なお、
Global Vision Technology,Inc.は、
保有全株式売却により、
eCapital Investments Limitedは同
社親会社株式との交換により、当連
結会計年度より持分法適用会社に該
当しなくなりました。

すべての関連会社を持分法の適用範囲
に含めております。
持分法を適用した関連会社数 １社
持分法適用の関連会社名
㈱アールラーニング
なお、㈱モバイル・アフィリエイト
は、連結の範囲に含めているため、
当連結会計年度より持分法適用会社
に該当しなくなりました。

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事業年度の末日
は、連結決算日と一致しております。

同左

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
 ａ その他有価証券
   時価のあるもの

：期末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)

① 有価証券
 ａ 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

 なお、投資事業有限責任組合
及びそれに類する組合への出
資（金融商品取引法第２条第
２項により有価証券とみなさ
れるもの）については、組合
契約に規定される決算報告日
に応じて入手可能な 近の決
算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によっ
ております。

  時価のないもの
同左

    

② たな卸資産
 評価基準は原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）によって
おります。

② たな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって
おります。

 ａ  製品・商品
先入先出法

ａ 商品及び製品
先入先出法

 ｂ 仕掛品
個別法

ｂ 仕掛品
個別法

 ｃ 貯蔵品
終仕入原価法

ｃ 原材料及び貯蔵品
終仕入原価法

- 20 -

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成21年３月期　決算短信



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（ただし、平成10年４月１
日以降に取得した建物（建物付属設
備を除く）については定額法）によ
っております。
 なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。

  建物     ３～50年
（会計方針の変更）
 当連結会計年度より、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。
 なお、この変更による当連結会計年
度の損益に与える影響は軽微でありま
す。  
 また、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）
 当連結会計年度より、当社及び国内
連結子会社は、法人税法改正に伴い、
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。
 なお、この変更による当連結会計年
度の損益に与える影響は軽微でありま
す。 
 また、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

② 無形固定資産
 ソフトウェア（自社利用）について
は、社内における見込利用可能期間
（５年）による定額法によっておりま
す。
 但し、サービス提供目的のソフトウ
ェアについては、見込収益獲得期間に
基づく定額法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
同左
  

③ 長期前払費用
  均等償却をしております。

③ 長期前払費用
同左

④ 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。
なお、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成
20年３月31日以前のリース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。

（３）重要な繰延資産の処理
方法

 株式交付費及び社債発行費は支出時の
費用としております。

同左

（４）重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金
 債権の貸倒による損失に備えるた
め、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 賞与引当金
 従業員賞与の支給に備えるため、将
来の支給見込額のうち当連結会計年度
の負担額を計上しております。

② 賞与引当金
同左
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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 役員賞与引当金
 役員に対して支給する賞与の支出に
備えるため、支給見込額に基づき、当
連結会計期間に見合う分を計上してお
ります。

③ 役員賞与引当金
――――――――

④ 返品調整引当金
 出版物の返品による損失に備えるた
め、書籍等の出版事業に係る売上債権
残高に一定期間の返品率及び売買利益
率を乗じた額を計上しております。

④ 返品調整引引当金
同左

⑤ 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債務
に基づき、当連結会計年度末において
発生していると認められる額を計上し
ております。

⑤ 退職給付引当金
同左

⑥ 役員退職慰労引当金
 当社の役員の退職慰労金給付に備え
るため、内規に基づく当連結会計年度
末要支給額を計上しております。
（会計方針の変更）
 役員退職慰労金は、従来支出時の費
用として処理しておりましたが、当連
結会計年度より内規に基づく期末要支
給額を計上する方法に変更しておりま
す。  
 この変更は、「租税特別措置法上の
準備金及び特別法上の引当金又は準備
金並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会 監査・保証実務委員会報告第42
号 平成19年４月13日）が施行された
ことに伴い、内規の整備を行い、役員
の在任期間に対応した費用配分を行う
ことにより、期間損益の適正化と財務
体質の健全化を図るためのものです。
当連結会計年度発生額2百万円は販売
費及び一般管理費に計上し、過年度分
相当額54百万円は特別損失に計上して
おります。  
 これにより営業利益及び経常利益が
2百万円、税金等調整前当期純利益が
56百万円それぞれ減少しておりま
す。  
 なお、セグメント情報に与える影響
については、当該箇所に記載しており
ます。

⑥ 役員退職慰労引当金 
当社の役員の退職慰労金給付に備え

るため、内規に基づく当連結会計年度
末要支給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）重要なヘッジの会計の
方法

―――――――― ①ヘッジ会計の方法
 特例処理の要件を満たす金利スワップ
取引について特例処理を行っておりま
す。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
 借入金利息を対象として金利スワップ
取引を行っております。
③ヘッジ方針
 借入金利息金額を固定するため、実需
の範囲内でヘッジ取引を行っておりま
す。
④ヘッジの有効性評価の方法
 特例処理の要件を満たしているため、
有効性の判定を省略しております。

（７）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
 消費税等の会計処理は、税抜方式によ
っております。

消費税等の会計処理
同左
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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)

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につ
いては、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

 のれん及び負ののれんの償却について
は、個別案件ごとに判断し、20年以内の
合理的な年数で償却しております。

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

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金（現金及び現金同等物）は、手許
現金、随時引き出し可能な預金及び容易
に換金可能であり、かつ、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
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(7)【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】

【会計方針の変更】

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等）       

 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会計処理によっ

ております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

 なお、この変更による当連結会計年度の損益及びセグ

メントに与える影響は軽微であります。

【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）

前連結会計年度において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めていた「敷金・保証金」は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しまし

た。なお、前連結会計年度の「敷金・保証金」の金額

は437百万円であります。

      ―――――――――――     

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「仕入債務の増減額」に含めていた「未

払金の増減額」は金額的重要性が増したため、当連結会

計年度から区分掲記しました。なお、前連結会計年度の

「未払金の増減額」は41百万円であります。

      ―――――――――――     

      ―――――――――――     （連結貸借対照表関係） 

財務諸表等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」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記している。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」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ995百万円、243百万円、13百万円である。 
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 関連会社に対するものは、次の通りであります。

投資有価証券（株式） 64百万円

※１ 関連会社に対するものは、次の通りであります。

投資有価証券（株式） 28百万円

 

※２ 担保に供している資産

   このうち

現金及び預金 110百万円

建物 453百万円

土地 775百万円

投資有価証券 １百万円

計 1,340百万円

   は長期借入金211百万円、１年以内返済予定長期

借入金101百万円の担保に供しております。

 

※２ 担保に供している資産

   このうち

現金及び預金 110百万円

建物 458百万円

土地 775百万円

投資有価証券 １百万円

計 1,344百万円

   は長期借入金161百万円、１年以内返済予定長期

借入金49百万円の担保に供しております。

※３ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19

号)に基づき、事業用土地の再評価を実施してお

り、再評価差額を土地再評価差額金として純資産の

部に計上しております。

   再評価実施日 平成14年３月31日

   再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第５号に定める不

動産鑑定士による鑑定評価に基づ

いて算定しております。

※３         同左

 

※４  のれん及び負ののれんの表示

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま

す。相殺前の金額は次の通りであります。  

のれん 513百万円

負ののれん 75百万円

差引 438百万円

             
 

※４  のれん及び負ののれんの表示

 のれん及び負ののれんは、相殺表示しておりま

す。相殺前の金額は次の通りであります。  

のれん 569百万円

負ののれん 59百万円

差引 510百万円
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(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

は次の通りであります。

給料手当 529百万円

賞与引当金繰入額 49百万円

退職給付費用 18百万円

広告宣伝費 223百万円

貸倒引当金繰入額 ３百万円

役員賞与引当金繰入額 ６百万円

役員退職慰労引当金繰入額 ２百万円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。

給料手当 677百万円

賞与引当金繰入額 55百万円

退職給付費用 17百万円

広告宣伝費 309百万円

貸倒引当金繰入額 ０百万円

役員退職慰労引当金繰入額 ５百万円

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

工具器具及び備品 ７百万円

※２ 固定資産売却益の内容は、次の通りであります。

工具器具及び備品 ０百万円

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

建物 ７百万円

工具器具及び備品 ０百万円

   計 ７百万円

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

工具器具及び備品 ２百万円

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物 ９百万円

構築物 ０百万円

工具器具及び備品 ３百万円

長期前払費用 １百万円

   計 14百万円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物 ８百万円

工具器具及び備品 ０百万円

ソフトウェア ０百万円

  計 10百万円

 

※５ 減損損失

   当社グループは、事業の種類別セグメントを基準

として資産のグルーピングを行っておりますが、店

舗（インターネットカフェ、アミューズメント施

設）や賃貸資産、自社利用目的ソフトウェアについ

ては独立したキャッシュ・フローを生み出す単位と

してそれぞれグルーピングしております。

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県 
川越市

アミューズ 
メント施設

建物及び 
工具器具備品

20

- 自社運営オン
ラインゲーム

ソフトウェア 89

   収益性が悪化した上記の資産について、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

として特別損失に計上しました。

 

※５ 減損損失

   当社グループは、事業の種類別セグメントを基準

として資産のグルーピングを行っておりますが、店

舗（インターネットカフェ、アミューズメント施

設）や賃貸資産、自社利用目的ソフトウェアについ

ては独立したキャッシュ・フローを生み出す単位と

してそれぞれグルーピングしております。

   当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

東京都
板橋区

アミューズ
メント施設

建物及び建物
付属設備

6

- 自社運営サイ
ト

ソフトウェア   13 

   収益性が悪化した上記の資産について、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

として特別損失に計上しました。

   

  

※６ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 120百万円

※６ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 186百万円

- 26 -

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成21年３月期　決算短信



   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の取得による増加                  4,244株 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 186,368.90 ─ ─ 186,368.90

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,795.50 4,244 ─ 29,039.50

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 32 200 平成19年３月31日 平成19年６月25日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 47 300 平成20年３月31日 平成20年６月23日

- 27 -

SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱（9478）平成21年３月期　決算短信



  

 
（変動事由の概要） 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 端株の消却による減少                     0.90株 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の取得による増加                 5,038株 

 端株の買取による増加                      0.40株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 端株の消却による減少            0.90株 

  

  

 
（注）連結子会社の新株予約権はストック・オプションとして付与されており、目的となる株式の種類及び 

目的となる株式の数の注記は省略しております。 

  

 
  

 
  

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）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 186,368.90 ─ 0.90 186,368

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,039.50 5,038.40 0.90 34,077

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社 ― ― ― ― ― ― ―
連結子会社 ― ― ― ― ― ― 0

合計 ― ― ― ― 0

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 47 300 平成20年３月31日 平成20年６月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 45 300 平成21年３月31日 平成21年６月22日
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(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

現金及び預金勘定 2,902百万円

有価証券 109百万円

計 3,012百万円

預入期間が３か月を越える 
定期預金

△264百万円

現金及び現金同等物 2,748百万円
 

 

※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

現金及び預金勘定 3,258百万円

預入期間が３か月を越える 
定期預金

264百万円

現金及び現金同等物 2,993百万円

 

※２ 株式交換により新たに連結子会社となった会社の
資産及び負債の内訳
 株式の交換により新たに連結したことに伴う連
結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得
価額と取得のための収入（純額）との関係は次の
通りであります。
(株)システム・テクノロジー・アイ

（平成19年７月１日現在）

流動資産 600百万円

固定資産 185百万円

のれん 301百万円

流動負債 △136百万円

固定負債 △０百万円

少数株主持分 △600百万円

(株)システム・テクノロジー・
アイ株式の取得価額

350百万円

株式交換による株式の発行額 350百万円

(株)システム・テクノロジー・
アイの現金及び同等物

356百万円

差引：(株)システム・テクノロ
ジー・アイ取得による収入

356百万円

※２   ―――――――――――――――

  

 

※３ 株式の取得により新たに連結子会社となった
会社の資産及び負債の主な内訳  
 株式の取得により新たに連結したことに伴う連
結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得
価額と取得のための収入（純額）との関係は次の
通りであります。 
(株)イージーユーズ  

（平成19年10月１日現在）

流動資産 488百万円

固定資産 287百万円

流動負債 △219百万円

固定負債 △21百万円

少数株主持分 △229百万円

負ののれん △83百万円

(株)イージーユーズ株式の 
取得価額

222百万円

支配獲得時までの持分法適用後
の連結貸借対照表計上額

△98百万円

(株)イージーユーズ株式の 
当連結会計年度の取得価額

123百万円

(株)イージーユーズの現金 
及び同等物

302百万円

差引：(株)イージーユーズ取得
による収入

179百万円

    

 

※３   ―――――――――――――――
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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   ―――――――――――――――

 

※４ 株式の取得により新たに連結子会社となった
会社の資産及び負債の主な内訳   
 株式の取得により新たに連結したことに伴う連結
開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額
と取得のための支出（純額）との関係は次の通りで
あります。  
(株)モバイル・アフィリエイト   
          （平成20年９月29日現在）

流動資産 199百万円

固定資産 57百万円

のれん 84百万円

流動負債 △151百万円

固定負債 △３百万円

少数株主持分 △52百万円

(株)モバイル・アフィリエイト株式
の取得価額

134百万円

支配獲得時までの持分法適用後の連
結貸借対照表計上額

△30百万円

(株)モバイル・アフィリエイト株式
の当連結会計年度の取得価額

104百万円

(株)モバイル・アフィリエイトの現
金及び同等物

54百万円

差引：(株)モバイル・アフィリエイ
ト取得による支出

49百万円
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
３ 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（259百万円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,743百万円）の主なものは、当社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 「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（４）重要な引当金の計

上基準 ⑥ 役員退職慰労引当金（会計方針の変更）」に記載の通り、当連結会計年度末要支給額を役員 

退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度における営業費用は「消去又は全社」で2百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

出版事業 
（百万円）

コーポレート 

サービス事業 

（百万円）

ソフトウェ
ア・ネット
ワーク事業
（百万円）

インター
ネット 

カフェ事業
（百万円）

教育・人材
事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

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

3,418 1,071 1,420 1,574 1,192 3 8,680 ─ 8,680

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

85 1 152 ─ 56 16 313 (313) ─

計 3,504 1,072 1,572 1,574 1,249 19 8,994 (313) 8,680

営業費用 3,152 973 1,508 1,516 1,184 14 8,349 (75) 8,274

営業利益 351 99 64 58 65 5 644 (237) 406

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び 
  資本的支出

資産 3,389 436 1,387 2,031 1,578 58 8,880 2,743 11,624

減価償却費 13 1 115 199 28 0 359 17 377

減損損失 ─ ─ 110 ─ ─ ─ 110 ─ 110

資本的支出 37 11 179 380 3 ─ 612 10 623

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売

コーポレートサービス 

事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供 

 製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業Ｐ

Ｒ/ＩＲのサポートサービス

ソフトウェア・ 

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及
びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設
計・構築支援サービス、ネット広告販売

インターネットカフェ

事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業
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６ 会計方針の変更 

当連結会計年度より、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。 

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。 

７ 追加情報 

当連結会計年度より、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、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。 

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。   

８ 事業区分の変更 

(株)ＳＥプラスとの株式交換により、昨年７月１日付で当社連結子会社及び(株)ＳＥプラスの親会社となっ

た(株)システム・テクノロジー・アイの教育（e-learning)・研修事業、及び(株)ＳＥプラスの人材派遣・

職業紹介事業は相互に関連性が強く、両社の協同事業展開の実績及び今後の売上割合増加の見込みも勘案

し、当連結会計年度より「教育・人材事業」セグメントを新設して両社の事業を区分表示することといたし

ました。  

なお、(株)ＳＥプラスの事業は、従来は「その他の事業」で区分表示しております。  

この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、「その他の事業」の売上高は349百万円減少

し、営業利益は3百万円減少しております。なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によ

った場合の事業の種類別セグメント情報は、次の通りであります。 

  

 
  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

出版事業 

（百万円）

コーポレー

トサービス

事業 

（百万円）

ソフトウェ

ア・ネット

ワーク事業

（百万円）

インターネ

ットカフェ

事業 

（百万円）

教育・人材

事業

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は 

全社 

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

3,379 1,222 1,092 1,265 349 2 7,312 ― 7,312

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 0 78 ― 25 18 125 (125) ―

計 3,380 1,222 1,171 1,265 374 21 7,437 (125) 7,312

営業費用 2,889 1,093 1,062 1,205 371 17 6,640 132 6,773

営業利益 491 128 108 60 3 3 796 (257) 539
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
３ 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（270百万円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（2,362百万円）の主なものは、当社での余資運用資金

（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 平成20年９月29日付で当社連結子会社に該当することとなった株式会社モバイル・アフィリエイトの事業

は、「ソフトウェア・ネットワーク事業」セグメントに含めて記載しております。 

６ 会計方針の変更 

「会計方針の変更」に記載の通り、当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号 平成19年３月30日）を適用しております。 

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。 

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)

出版事業 
（百万円）

コーポレート 

サービス事業 

（百万円）

ソフトウェ
ア・ネット
ワーク事業
（百万円）

インター
ネット 

カフェ事業
（百万円）

教育・人材
事業 

（百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計 
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

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

3,577 1,116 2,301 1,790 1,497 3 10,287 ― 10,287

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高

86 1 248 ― 74 16 426 (426) ―

計 3,663 1,118 2,549 1,790 1,571 19 10,713 (426) 10,287

営業費用 3,314 1,033 2,568 1,809 1,436 14 10,177 (183) 9,993

営業利益又は営業損失
（△）

348 85 △18 △18 134 5 536 (242) 293

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び 
  資本的支出

資産 3,562 419 1,547 2,348 1,641 57 9,577 2,362 11,940

減価償却費 24 5 132 208 32 0 404 21 426

減損損失 ― ― 20 ― ― ― 20 ― 20

資本的支出 9 2 158 298 38 0 507 28 536

事業区分 主な事業内容

出版事業 コンピュータ関連書籍・雑誌の発行・販売、コンピュータ関連のカンファレ

ンス・教育、コンピュータ関連技術情報のＷｅｂ上での提供、一般書籍・海

外翻訳書籍の発行・販売、オンラインショップにおけるソフトウェア・ハー

ドウェアの販売、その他コンピュータ関連商品・サービスの販売

コーポレートサービス 

事業

情報技術（パソコン・ネットワーク・ソフトウェア等）関連企業を対象とす

る以下のサービス提供 

 製品付随物・同封物の企画・製造請負、製品のマーケティング・販売促進

に関するサービス、ユーザー（主に技術者）のサポートサービス、企業Ｐ

Ｒ/ＩＲのサポートサービス

ソフトウェア・ 

ネットワーク事業

エンターテイメントソフトウェアの開発・販売、携帯インターネット技術及
びメンテナンス、アミューズメント施設の運営、インターネットサービス設
計・構築支援サービス、ネット広告販売

インターネットカフェ

事業

インターネットカフェ運営

教育・人材事業 IT技術者向けe-learning学習ソフト開発・販売、Oracle/IBM認定研修、IT関

連の職業紹介事業、人材派遣事業、請負業務紹介事業

その他の事業 当社本社ビルの不動産管理事業
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

海外売上高が連結売上高の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。 

  

海外売上高が連結売上高の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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

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)

３ 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)

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)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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・リース取引に係る注記

 ファイナンス・リース取引（借主側） 

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 

 有形固定資産 

  インターネットカフェ事業における店舗設備 

  （器具備品）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」に記載の通りであ 
  ります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、
リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取
引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっており、その内容は次の通りであ
ります。

(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

(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 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

その他 
(工具器具 
及び備品)

25 ８ 17

   (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算出

しております。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

その他
 (工具器具 
 及び備品)

25 16 ９

   (注) 同左

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 ７百万円

１年超 ９百万円

計 17百万円

   (注) 未経過リース料期末相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算出しております。

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 ５百万円

１年超 ４百万円

計 ９百万円

   (注) 同左

   

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

リース料 ６百万円

減価償却費相当額 ６百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

リース料 ７百万円

減価償却費相当額 ７百万円

(4) 減価償却費相当額算定方法

  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。

(関連当事者情報)

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)
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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。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（追加情報）

(税効果会計関係)

(金融商品関係)

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)

(有価証券関係)

(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)

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)

(退職給付関係)

(ストック・オプション等関係)

(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)

(資産除去債務)

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)
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(注) １株当たり当期純利益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 

 
  

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

当社は、平成20年５月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行するため 

普通株式 

3,000株（上限） 

50百万円（上限） 

平成20年５月28日から平成20年６月30日まで 

  

当社連結子会社である株式会社イージーユーズ（以下「イージーユーズ」という。）と株式会社モバ

イル・アフィリエイト（以下「モバイル・アフィリエイト」という。）は、平成21年１月20日付合併契

約に基づき、平成21年４月１日に合併いたしました。 

(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)

 
１株当たり純資産額 25,521円

 
１株当たり純資産額 25,777円

 
１株当たり当期純利益 489円

 
１株当たり当期純利益 125円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

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)

当期純利益 (百万円) 78 19

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 78 19

普通株式の期中平均株式数 (株) 160,428 154,934

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

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めなか

った潜在株式の概要

新株予約権３種類(新株予約権の

目的となる株式の数5,737株)。

新株予約権３種類(新株予約権の

目的となる株式の数5,440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)

（１）理由

（２）取得する株式の種類

（３）取得する株式の数

（４）株式取得価額の総額

（５）自己株式取得の期間

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)
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(1)合併の目的 

両社は、インターネット広告事業を共通領域として持ちながら、イージーユーズはPCインターネ

ットマーケティング分野を、モバイル・アフィリエイトはモバイルインターネットマーケティング

分野を、各々「強み」としております。今回の合併による両社の統合は、１社でPC・モバイル両分

野における総合的インターネットサービスの提供が可能となり事業シナジーが見込まれることに加

え、重複する管理コストの削減が期待出来ることから、両社の企業価値向上に効果が見込めると共

に、当社グループ中期戦略上の成長エンジンの一つである「モバイル＆オンライン」事業の成長加

速化にも寄与するものと考えております。 

(2)合併の方法 

イージーユーズを吸収合併存続会社、モバイル・アフィリエイトを吸収合併消滅会社とする吸収

合併方式であります。 

(3)合併比率 

合併比率を１：１とし、モバイル・アフィリエイトの普通株式１株に対して、イージーユーズの

普通株式１株を割当交付いたします。なお、合併により発行する新株式数は9,720株、資本剰余金

増加額は98百万円であります。 

(4)会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当するので、「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針249項」に基づき処理いたします。 
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5.【個別財務諸表】

 (1) 貸借対照表

(単位：百万円) 

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 ※1 1,103 ※1 1,010

繰延税金資産 2 1 

短期貸付金 200 230 

未収入金 81 15 

その他 16 9 

流動資産合計 1,404 1,267 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 598 ※1 613

減価償却累計額 △145 △155 

建物（純額） 453 458 

構築物 0 0 

減価償却累計額 △0 △0 

構築物（純額） 0 0 

工具、器具及び備品 26 28 

減価償却累計額 △23 △25 

工具、器具及び備品（純額） 3 3 

土地 ※1, ※2 775 ※1, ※2 775

有形固定資産合計 1,232 1,236 

無形固定資産 

ソフトウエア 8 8 

電話加入権 3 3 

無形固定資産合計 12 12 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 350 ※1 259

関係会社株式 1,372 1,526 

関係会社長期貸付金 220 170 

繰延税金資産 209 212 

保険積立金 110 110 

その他 17 17 

貸倒引当金 △4 △4 

投資その他の資産合計 2,274 2,290 

固定資産合計 3,518 3,539 

資産合計 4,923 4,806 
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(単位：百万円) 

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 

短期借入金 350 ※3 350

1年内返済予定の長期借入金 ※1 101 ※1, ※3 49

1年内償還予定の社債 33 33 

未払金 17 9 

未払法人税等 5 9 

未払費用 6 6 

預り金 1 2 

賞与引当金 0 0 

役員賞与引当金 6 － 

その他 4 3 

流動負債合計 525 464 

固定負債 

社債 537 504 

長期借入金 ※1 211 ※1 161

再評価に係る繰延税金負債 ※2 9 ※2 9

退職給付引当金 1 2 

役員退職慰労引当金 56 62 

債務保証損失引当金 ※3 33 ※3 31

預り保証金 － 99 

固定負債合計 849 871 

負債合計 1,374 1,336 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,406 1,406 

資本剰余金 

資本準備金 1,316 － 

その他資本剰余金 622 1,938 

資本剰余金合計 1,938 1,938 

利益剰余金 

利益準備金 18 18 

その他利益剰余金 

別途積立金 680 680 

繰越利益剰余金 235 219 

利益剰余金合計 934 917 

自己株式 △735 △790 

株主資本合計 3,543 3,471 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △9 △15 

土地再評価差額金 ※2 14 ※2 14

評価・換算差額等合計 4 △1 

純資産合計 3,548 3,470 

負債純資産合計 4,923 4,806 
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②【損益計算書】 

(単位：百万円) 

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 ※3 453 ※3 396

売上原価 28 25 

売上総利益 424 371 

販売費及び一般管理費 

役員退職慰労引当金繰入額 2 5 

役員賞与引当金繰入額 6 － 

役員報酬 59 64 

給料及び賞与 61 60 

賞与引当金繰入額 1 1 

退職給付費用 1 1 

福利厚生費 21 16 

支払報酬 － 38 

業務委託費 － 14 

旅費及び交通費 4 － 

通信費 2 － 

消耗品費 4 － 

リース・賃借料 1 － 

減価償却費 9 11 

その他 84 54 

販売費及び一般管理費合計 259 270 

営業利益 165 101 

営業外収益 

受取利息 ※3 14 ※3 12

有価証券利息 3 － 

受取配当金 0 0 

投資有価証券売却益 9 1 

為替差益 － 7 

その他 4 2 

営業外収益合計 32 24 

営業外費用 

支払利息 15 11 

社債利息 8 8 

社債発行費 1 － 

投資事業組合運用損 19 16 

為替差損 25 － 

その他 3 2 

営業外費用合計 73 38 

経常利益 124 86 
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(単位：百万円) 

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)

特別利益 

投資有価証券売却益 66 － 

債務保証損失引当金戻入額 － 1 

その他 1 － 

特別利益合計 68 1 

特別損失 

固定資産売却損 ※1 7 － 

固定資産除却損 － ※2 2

子会社株式評価損 173 － 

関係会社株式売却損 0 － 

投資有価証券評価損 101 53 

過年度役員退職慰労引当金繰入額 54 － 

特別損失合計 338 55 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △145 33 

法人税、住民税及び事業税 0 1 

法人税等調整額 △1 1 

法人税等合計 △1 2 

当期純利益又は当期純損失（△） △144 30 
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 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

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 1,406 1,406 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,406 1,406 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,316 1,316 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － △1,316 

当期変動額合計 － △1,316 

当期末残高 1,316 － 

その他資本剰余金 

前期末残高 622 622 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － 1,316 

自己株式の消却 － △0 

当期変動額合計 － 1,316 

当期末残高 622 1,938 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,938 1,938 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 － － 

自己株式の消却 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 1,938 1,938 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 18 18 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18 18 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 680 680 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 680 680 
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(単位：百万円) 

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)

繰越利益剰余金 

前期末残高 415 235 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益又は当期純損失（△） △144 30 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

当期変動額合計 △180 △16 

当期末残高 235 219 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,114 934 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益又は当期純損失（△） △144 30 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

当期変動額合計 △180 △16 

当期末残高 934 917 

自己株式 

前期末残高 △680 △735 

当期変動額 

自己株式の取得 △54 △55 

自己株式の消却 － 0 

当期変動額合計 △54 △55 

当期末残高 △735 △790 

株主資本合計 

前期末残高 3,778 3,543 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益又は当期純損失（△） △144 30 

自己株式の取得 △54 △55 

準備金から剰余金への振替 － － 

自己株式の消却 － － 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

当期変動額合計 △235 △71 

当期末残高 3,543 3,471 
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(単位：百万円) 

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)

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 46 △9 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△55 △5 

当期変動額合計 △55 △5 

当期末残高 △9 △15 

土地再評価差額金 

前期末残高 10 14 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

3 0 

当期変動額合計 3 0 

当期末残高 14 14 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 56 4 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△51 △5 

当期変動額合計 △51 △5 

当期末残高 4 △1 

純資産合計 

前期末残高 3,835 3,548 

当期変動額 

剰余金の配当 △32 △47 

当期純利益又は当期純損失（△） △144 30 

自己株式の取得 △54 △55 

準備金から剰余金への振替 － － 

自己株式の消却 － － 

土地再評価差額金の取崩 △3 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51 △5 

当期変動額合計 △286 △77 

当期末残高 3,548 3,470 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
第23期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(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

(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

：期末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)

(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

なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組合
への出資（金融商品取引法
第２条第２項により有価証
券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入
手可能な 近の決算書を基
礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によってお
ります。

 時価のないもの
:同左

２ 固定資産の減価償却の方
法

(1) 有形固定資産
  定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物付属設備を
除く)については定額法によっており
ます。

  なお、主な耐用年数は以下の通りで
あります。

   建物        ３～50年
（会計方針の変更）
 当事業年度より、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。 
 なお、この変更による当事業年度の
損益に与える影響は軽微であります。 
（追加情報） 
 当事業年度より、法人税法改正に伴
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。 
 なお、この変更による当事業年度の
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

(2) 無形固定資産
  ソフトウェア(自社利用)について

は、社内における見込利用可能期間
(５年)による定額法によっておりま
す。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
同左

(3) 長期前払費用
  均等償却をしております。

(3) 長期前払費用

―――――――――――
(4) リース資産

―――――――――――
(4) 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いる。
なお、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成
20年３月31日以前のリース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。
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項目
第23期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(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  社債発行費は支出時の費用として
処理しております。

―――――――――――

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
  債権の貸倒による損失に備えるた

め、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) 賞与引当金
  従業員賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当期の負担額を
計上しております。

(2) 賞与引当金
同左

(3) 役員賞与引当金
  役員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づき当期負担額を計上して
おります。

(3) 役員賞与引当金

―――――――――――

(4) 退職給付引当金
  従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務に基づき、
当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。

(4) 退職給付引当金
同左

(5) 債務保証損失引当金
  関係会社への債務保証等に係る損失

に備えるため、被保証者の財政状態等
を勘案し、損失負担見込額を計上して
おります。

(5) 債務保証損失引当金
同左

(6) 役員退職慰労引当金
 当社の役員の退職慰労金給付に備え
るため、内規に基づく当期末要支給額
を計上しております。
（会計方針の変更）
 役員退職慰労金は、従来支出時の費
用として処理しておりましたが、当事
業年度より内規に基づく期末要支給額
を計上する方法に変更しておりま
す。  
 この変更は、「租税特別措置法上の
準備金及び特別法上の引当金又は準備
金並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会 監査・保証実務委員会報告第42
号 平成19年４月13日）が施行された
ことに伴い、内規の整備を行い、役員
の在任期間に対応した費用配分を行う
ことにより、期間損益の適正化と財務
体質の健全化を図るためのものです。
当事業年度発生額2百万円は販売費及
び一般管理費に計上し、過年度分相当
額54百万円は特別損失に計上しており
ます。  
 これにより営業利益及び経常利益が
2百万円減少し、税引前当期純損失が
56百万円増加しております。

(6) 役員退職慰労引当金
当社の役員の退職慰労金給付に備え

るため、内規に基づく当期末要支給額
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 その他財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事
項

消費税等の処理方法
  消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の処理方法
同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

第23期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(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等）       

 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会計処理によっ

ております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース

取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

 なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響

は軽微であります。

【表示方法の変更】

第23期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

      ―――――――――――     （損益計算書）          

１．前事業年度まで販売費及び一般管理費「その他」 

  に含めておりました「支払報酬」及び「業務委託 

  費」は当事業年度において重要性が増したため、 

  区分掲記しております。なお、前事業年度におけ 

  る「支払報酬」及び「業務委託費」の金額は、そ 

  れぞれ15百万円、８百万円であります。

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「旅費交
  通費」（当事業年度３百万円）、「通信費」（当 
  事業年度１百万円）、「消耗品費」（当事業年度 
  ５百万円）及び「リース・賃貸料」（当事業年度 
  １百万円）は、当事業年度において重要性が乏し 
  くなったため、販売費及び一般管理費の「その 
  他」に含めて表示しております。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第23期 
(平成20年３月31日)

第24期
(平成21年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産

   このうち

 現金及び預金 110百万円

 建物 453百万円

 土地 775百万円

 投資有価証券 １百万円

 計 1,340百万円

   は長期借入金211百万円、１年内返済予定長期借

入金101百万円の担保に供しております。

 

※１ 担保に供している資産

   このうち

現金及び預金 110百万円

建物 458百万円

土地 775百万円

投資有価証券 １百万円

 計 1,344百万円

   は長期借入金161百万円、１年内返済予定長期借

入金49百万円の担保に供しております。

※２ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19号)

に基づき、事業用土地の再評価を実施しており、再

評価差額を土地再評価差額金として純資産の部に計

上しております。

再評価実施日 平成14年３月31日

再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成

10年３月31日公布政令第119号）第２条

第５号に定める不動産鑑定士による鑑定

評価に基づいて算定しております。

※２        同左

 

 

※３ 保証債務

   下記会社の無担保社債保証委託並びに保証契約に

ついて、保証を行っております。

 ㈱翔泳社(関係会社) 1,450百万円

   下記会社の銀行借入について保証を行っておりま

す。

 ㈱クラスエイ(関係会社) 55百万円

 

※３ 保証債務

   下記会社の無担保社債保証委託並びに保証契約に

ついて、保証を行っております。

㈱翔泳社(関係会社) 1,050百万円

   下記会社の銀行借入について保証を行っておりま

す。

㈱翔泳社(関係会社) 200百万円

㈱クラスエイ(関係会社) 55百万円

(損益計算書関係)

第23期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。

建物 ７百万円

※１      ――――――――――――――

※２   ――――――――――――――

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

建物 ２百万円

※３ 関係会社に対する事項

 売上高 453百万円

 受取利息 10百万円

※３ 関係会社に対する事項

売上高 396百万円

受取利息 ９百万円
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第23期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

第24期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

         

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 24,795.50 4,244 ─ 29,039.50

自己株式の取得による増加 4,244株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 29,039.50 5,038.40 0.90 34,077

自己株式の取得による増加 5,038株

端株の買取による増加 0.40株

端株の消却による減少 0.90株

(リース取引関係)

第23期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(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・リース取引に係る注記

(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

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

(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 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具及び
備品

10 ２ ７

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却累
計額相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具及び
備品

10 ６ ４

(注) 同左

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 ３百万円

１年超 ４百万円

計 ７百万円

(注) 未経過リース料期末相当額は未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 ３百万円

１年超 ０百万円

計 ４百万円

(注) 同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 ２百万円

減価償却費相当額 ２百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 ３百万円

減価償却費相当額 ３百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左
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      決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

      決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

第23期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

第24期(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。 

  

  

   

(注) １株当たり当期純利益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 

  

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

第23期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 22,555円 １株当たり純資産額 22,791円

１株当たり当期純損失 899円 １株当たり当期純利益 199円

 なお、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が計上されているため記
載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

項目
第23期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第24期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純損失(百万円) 144 ―

当期純利益(百万円) ― 30

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(百万円) 144 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) ― 30

普通株式の期中平均株式数 (株) 160,428 154,934

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めなか
った潜在株式の概要

新株予約権３種類(新株予約権の
目的となる株式の数5,737株)。

新株予約権 種類(新株予約権の
目的となる株式の数5,440株)。
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会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

 当社は、平成20年５月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

経済情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行するため 

普通株式 

3,000株（上限） 

50百万円（上限） 

平成20年５月28日から平成20年６月30日まで 

  

 当社子会社である株式会社イージーユーズ（以下「イージーユーズ」という。）と株式会社モバイ

ル・アフィリエイト（以下「モバイル・アフィリエイト」という。）は、平成21年１月20日付合併契約

に基づき、平成21年４月１日に合併いたしました。 

(1)合併の目的 

両社は、インターネット広告事業を共通領域として持ちながら、イージーユーズはPCインターネ

ットマーケティング分野を、モバイル・アフィリエイトはモバイルインターネットマーケティング

分野を、各々「強み」としております。今回の合併による両社の統合は、１社でPC・モバイル両分

野における総合的インターネットサービスの提供が可能となり事業シナジーが見込まれることに加

え、重複する管理コストの削減が期待出来ることから、両社の企業価値向上に効果が見込めると共

に、当社グループ中期戦略上の成長エンジンの一つである「モバイル＆オンライン」事業の成長加

速化にも寄与するものと考えております。 

(2)合併の方法 

イージーユーズを吸収合併存続会社、モバイル・アフィリエイトを吸収合併消滅会社とする吸収

合併方式であります。 

(3)合併比率 

合併比率を１：１とし、モバイル・アフィリエイトの普通株式１株に対して、イージーユーズの

普通株式１株を割当交付いたします。なお、合併により発行する新株式数は9,720株、資本剰余金

増加額は98百万円であります。 

(4)会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当するので、「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針249項」に基づき処理いたします。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

 第23期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

（１）理由

（２）取得する株式の種類

（３）取得する株式の数

（４）株式取得価額の総額

（５）自己株式取得の期間

 第24期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

6．その他

(1)役員の異動

(2)その他
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