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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 364 △6.2 △12 ― △10 ― △11 ―

21年3月期第1四半期 388 ― 12 ― 25 ― 24 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △58.27 ―

21年3月期第1四半期 122.14 ―

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

22年3月期第1四半期 3,186 2,698 84.7 13,992.48
21年3月期 3,361 2,710 80.6 14,052.47

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  2,698百万円 21年3月期  2,710百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

756 △6.3 △54 ― △43 ― △43 ― △222.94

通期 1,646 4.6 3 △86.3 26 △48.0 25 ― 129.62



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 203,669株 21年3月期 203,669株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 10,792株 21年3月期 10,792株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 192,877株 21年3月期第1四半期 203,668株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.本資料に記載している売上高及び利益の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出して
おります。従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は当該予想数値と異な
る場合がありますので、ご承知おきください。なお、業績予想に関する事項は、３ページの「定性的情報・財務諸表等 ３．業務予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 



（市場環境）  

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部で生産や株価の回復の兆しがありますが、米国の金融危機に端

を発した世界的な金融危機が実体経済に及ぼした影響は大きく、企業収益は悪化し、設備投資の抑制や雇用情勢の悪

化、個人消費も低迷するなど、国内経済は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況下でも、当社の事業ドメインであるインターネット・マーケティング市場はインターネット環境利

用者のブロードバンド化が進み、裾野は着実に拡大しておりますが、上記の様な景気の先行き不透明感を受け、企業

の広告宣伝費、販売促進費等の抑制の影響が顕在化しつつあります。 

  

（事業展開）  

 このような環境下、当社はさらなる顧客満足の創造に挑み続けるテクノロジーカンパニーとして、製品の開発、機

能の拡張を図ってまいりました。 

 当社の主力製品の一つであるASP型インターネット広告配信ソリューションについては、広告主・企業によるイン

ターネット広告の直接配信（第三者配信）の需要が増加していることから、広告主及び代理店向けソリューションで

ある「DART for Advertisers」（ダート・フォー・アドバタイザーズ）の拡販を強化し、市場シェアの拡大に向けて

活動いたしました。 

 統合型モバイルマーケティングサービス「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）については、株式会社カザアナが

持つ携帯電話向けUIフレームワーク「SMAP MOBILE PROMO」のライセンスを取得いたしました。本ライセンスの取得

により、Flashサイト以上に優れた視覚効果と操作性の高いユーザーインタフェースを携帯電話に実現し、ブランデ

ィングを意識した企業のより効果的なマーケティングの支援に取組んでまいります。 

 ASP型メールマーケティングサービス「ClickM@iler.jp」（クリックメイラー・ドット・ジェイピー）について

は、株式会社アイ・エム・ジェイ、株式会社メンバーズ、ジグソー株式会社他と新たに代理店契約を締結する等、利

用企業の拡大を目的とした販売代理店拡大と支援強化を行い、収益と市場シェアの拡大に取り組んでおります。 

 ウェブ分析サービス「Omniture SiteCatalyst」（オムニチュア・サイトカタリスト）については、株式会社白鳩

等各社に導入いただき順調に顧客数と売上高を伸ばしました。平成21年６月には株式会社メンバーズと共同で、アク

セス解析の専門スタッフを派遣し、「Omniture SiteCatalyst」の運用、ウェブサイトの最適化・改善施策立案まで

をトータルに支援する“SiteCatalystプロフェッショナル派遣サービス”の提供を開始し、サービスの多角化による

収益の向上を図ってまいりました。 

 さらに経営面においては、平成21年４月に新サービスの開発及び当社製品・サービス間連携の推進を目的に「事業

開発部」を、経営企画機能強化を目的に「経営企画部」を新設いたしました。両部の新設により今まで以上に事業拡

大と収益向上を図ってまいります。 

 以上の活動により、製品・サービスの増強を実現できたものの、販売面では厳しい事業環境の下、新規顧客獲得の

不振や値下げ要求の増加等により、売上高は前年同期を下回る水準で推移いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は３億64百万円（前年同期比93.8%）、営業損失は12百万円（前年同

期は営業利益12百万円）、経常損失は10百万円（前年同期は経常利益25百万円）、四半期純損失は11百万円（前年同

期は四半期純利益24百万円）となりました。 

  

（経営成績） 

① 売上高 

 当第１四半期会計期間の売上高は、３億64百万円と前年同期比で23百万円の減収（6.2％減）となりました。 

 その内訳として、ソフトウェアライセンス売上高は、30百万円と前年同期比で18百万円の増収（148.4％増）とな

りました。これは主にメールマーケティングソリューション等のソフトウェアライセンスについて大きな受注が獲得

できたためです。 

 ASP利用売上高は２億19百万円と前年同期比で５百万円の減収（2.5％減）となりました。サービス・その他売上高

は、１億14百万円と前年同期比で36百万円の減収（24.1％減）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報



  

② 売上原価 

 当第１四半期会計期間の売上原価は、２億49百万円と前年同期比で4百万円の増加（1.7％増）となりました。当第

１四半期会計期間の売上高に対する比率は68.3％となり、前年同期比で5.2ポイント上昇いたしました。これは主に

外注費の増加によるものです。 

③ 売上総利益 

 当第１四半期会計期間の売上総利益は、１億15百万円と前年同期比で28百万円の減益（19.6％減）となりました。

当第１四半期会計期間の売上総利益率は31.7％となり、前年同期比で5.2ポイント低下いたしました。これは主に売

上高の減少と売上原価の増加によるものです。 

④ 販売費及び一般管理費 

 当第１四半期会計期間の販売費及び一般管理費は、１億27百万円と前年同期比で３百万円の減少（2.4％減）とな

りました。当第１四半期会計期間の売上高に対する比率は35.0％となり、前年同期比で1.3ポイント低下いたしまし

た。これは主に前事業年度に携帯マーケティングASPサービス「MO-ON」事業に係る減損処理を行ったため、当四半期

会計期間よりのれん償却額が減少したことによるものです。 

⑤ 営業損失 

 当第１四半期会計期間の営業損失は、12百万円と前年同期比で24百万円の減益となりました。これは主に売上総利

益の減少によるものです。 

⑥ 経常損失 

 当第１四半期会計期間の経常損失は、10百万円と前年同期比で35百万円の減益となりました。これは営業利益の減

少によるものです。 

⑦ 四半期純損失 

 これらの結果、当第１四半期会計期間の四半期純損失は11百万円となり、前年同期比で36百万円減益となりまし

た。 

 

  

  

  

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第１四半期末の流動資産は、30億47百万円と前事業年度末比で1億80百万円の減少（5.6％減）となりました。 

 当第１四半期末の固定資産は、１億39百万円と前事業年度末比で５百万円の増加（4.0％増）となりました。 

 当第１四半期末の流動負債は、４億77百万円と前事業年度末比で１億63百万円の減少（25.5％減）となりました。

 当第１四半期末の固定負債は、10百万円と前事業年度末とほぼ同水準で推移いたしました。 

 当第１四半期末の純資産は、26億98百万円と前事業年度末比で11百万円の減少（0.4％減）となりました。 

 当第１四半期末の総資産は、31億86百万円と前事業年度末比で１億75百万円の減少（5.2％減）となりました。 

  

  
平成22年３月期 
第１四半期 
（３ヶ月累計） 

対前年同期
増減率 

平成21年３月期
第１四半期 
（３ヶ月累計） 

（参考）  
平成21年３月期 

  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  百万円 ％ ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ソフトウェアライセンス  30  8.2  148.4  12  3.1  76  4.8

ASP利用  219  60.3  △2.5  225  58.0  973  61.8

サービス・その他  114  31.5  △24.1  151  38.9  525  33.4

  合計  364  100.0  △6.2  388  100.0  1,574  100.0

２．財政状態に関する定性的情報



 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

  

    ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

        減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、事業年度に係る減価償却費の額を期

        間按分して算定する方法によっております。 

    ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

        法人税等の納付税額の算定につきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算

        定する方法によっております。 

        繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

        況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

        ンニングを利用する方法によっております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,669 603,359

売掛金 140,658 167,034

預け金 2,400,000 2,400,000

その他 126,398 57,718

貸倒引当金 △84 △100

流動資産合計 3,047,641 3,228,012

固定資産   

有形固定資産 25,655 27,903

無形固定資産 14,412 15,201

投資その他の資産   

その他 99,201 90,832

貸倒引当金 △105 △105

投資その他の資産合計 99,096 90,727

固定資産合計 139,164 133,831

資産合計 3,186,806 3,361,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 103,543 334,515

未払法人税等 2,021 5,030

賞与引当金 － 4,278

訴訟損失引当金 79,211 124,509

その他 292,468 172,142

流動負債合計 477,245 640,476

固定負債   

退職給付引当金 8,057 7,494

その他 2,677 3,475

固定負債合計 10,734 10,970

負債合計 487,979 651,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,883,782 1,883,782

資本剰余金 1,098,186 1,098,186

利益剰余金 57,123 68,362

自己株式 △332,166 △332,166

株主資本合計 2,706,925 2,718,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 8

繰延ヘッジ損益 △8,127 △7,774

評価・換算差額等合計 △8,098 △7,766

純資産合計 2,698,827 2,710,397

負債純資産合計 3,186,806 3,361,844



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 388,737 364,773

売上原価 245,138 249,306

売上総利益 143,598 115,467

販売費及び一般管理費 130,994 127,805

営業利益又は営業損失（△） 12,604 △12,338

営業外収益   

受取利息 9,311 5,833

受取配当金 － 1

為替差益 1,608 －

仕入割引 1,486 1,379

雑収入 50 54

営業外収益合計 12,456 7,269

営業外費用   

為替差損 － 5,613

営業外費用合計 － 5,613

経常利益又は経常損失（△） 25,060 △10,682

特別利益   

貸倒引当金戻入額 51 15

特別利益合計 51 15

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 25,112 △10,666

法人税、住民税及び事業税 237 572

法人税等合計 237 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,875 △11,239



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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