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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年9月期第3四半期 5,425 ― 577 ― 567 ― 312 ―

20年9月期第3四半期 6,147 19.2 790 △6.9 783 △3.7 633 △12.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純

利益
円 銭 円 銭

21年9月期第3四半期 13,845.70 13,836.83
20年9月期第3四半期 28,016.81 27,844.80

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9月期第3四半期 8,868 7,682 84.0 329,660.85
20年9月期 8,654 7,510 84.7 324,274.28

（参考） 自己資本  21年9月期第3四半期  7,450百万円 20年9月期  7,328百万円

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

20年9月期 ― 5,000.00 ― 5,000.00 10,000.00
21年9月期 ― 5,000.00 ―

21年9月期 
（予想）

5,000.00 10,000.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 8,800 7.2 1,000 △5.5 800 △25.4 400 △40.4 17,699.12



4.  その他 

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は５ページ 定性的情報・財務諸表等4.その他をご覧ください。 

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

（注）詳細は５ページ 定性的情報・財務諸表等4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。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
ジ定性的情報・財務諸表等をご覧ください。 
2.当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 23,800株 20年9月期 23,800株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期 1,200株 20年9月期 1,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 22,600株 20年9月期第3四半期 22,600株



当第３四半期連結累計期間（以下「当第３四半期」）における我が国経済は、サブプライムローン問題を発端と

した世界的な金融危機による景気悪化に底打ちの兆しが見えてきたものの、実態としては依然として企業部門、家

計部門ともに厳しい状況が続いております。 

一方、インターネット関連業界では、ブロードバンド化、モバイル化の進展により市場成長が続いております。

PCについては、平成21年３月にはFTTH（光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス）やDSL（デジタル加

入者）の契約数が3,033万回線となり（総務省調べ）、携帯電話では定額料金制の普及を背景に、高速データ通信

が可能な第３世代携帯電話の加入者数が平成21年３月には9,963万人となるなど（電気通信事業者協会調べ）堅調

に増加しております。 

また、インターネット広告の分野でも、インターネット広告全体の市場規模が平成20年には6,983億円（前年比

16.3％増、㈱電通「2008年日本の広告費」より）と成長を続けており、中でもモバイル広告は913億円（前年比

47.0％増、㈱電通「2008年日本の広告費」より）と、引き続き将来有望な市場でありますが、競争の激化やフィル

タリング等のリスク要因、景気の影響などにより、先行き予断を許さない状況にあります。このような環境の中、

当社グループにおける当第３四半期の事業の概況は、以下の結果となりました。 

  

「メディア広告事業」におきましては、既存のモバイル広告やローカル広告の分野で事業を推進しております。

当第３四半期におきましても、モバイルメディア広告での取扱メディア数は3,039媒体（第２四半期末比5.7％

増）、クライアント社数につきましては2,103社（第２四半期末比0.7％増）となりました。 

ただし、景気後退による企業業績の悪化に伴い広告出稿の減少、また今年４月より施行されたフィルタリング規

制等の導入により、先行きの見通しを楽観できない状況が続いております。このような中でも、事業拡大に伴う積

極的な採用活動を行ってまいり、結果、人件費・採用費等を始めとするコストが増加しました。 

一方、全国315タウンを数える地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」におきましては、各地域の有力企業な

ど、地元に根ざした方々と共同運営を行い、地元ユーザー様のご意見から、その地域ならではのコンテンツを立ち

上げるなど、より一層地域の皆様にお役に立てる取り組みを進めております。 

以上の結果、当第３四半期におけるメディア広告事業の売上高は4,820百万円（前年同期比：12.6％減）、営業

利益は327百万円（前年同期比：40.0％減）となりました。 

  

「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」を中心に、ホスティングサービスの提供を行っ

ております。当事業では既存顧客への満足度向上に努めるとともに、強固で安定的な取引関係を目指すべく活動し

ております。当第３四半期におきましては、引き続きオプションサービスの提供による顧客満足度の増大を図ると

ともに、新たな付加価値を提供することで、顧客あたり単価の増加を目指してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期におけるサーバー事業の売上高は415百万円（前年同期比：11.5％減）、営業利益は

270百万円（前年同期比：12.7％減）となりました。 

  

「ソリューション事業」では、主に通信コスト削減の提案など、携帯電話を活用した法人向けソリューションサ

ービスの提供を行っております。 

以上の結果、当３第四半期におけるソリューション事業の売上高は189百万円（前年同期比：15.6％増）、営業

利益は139百万円（前年同期比：39.3％増）となりました。  

  

新たな取り組みと致しまして、平成21年４月に、当社と光通信、アリババ、ソフトバンクは、当社ならびに当社

の親会社である光通信グループの強みである営業力を活かし、「Alibaba JAPAN」の出店企業数拡大を目的とした

合弁会社「アリ・マーケティング株式会社」（アリババマーケティング株式会社に商号変更予定）を設立いたしま

した。合弁会社は「Alibaba JAPAN」の総括代理店と定められ、国内においてアリババが提供するサービスの独占

的な販売代理権を有しております。アリババのインフラ基盤を活用することで、これまで言語やコスト面でハード

ルの高かった中小企業の海外市場へのビジネス機会を提供することにより、中小企業の商圏拡大および地域の活性

化につなげてまいります。 

また、５月にはオリコンとの合弁会社でモバイルリサーチ事業を展開する「ORIMO」の株式譲渡を受け、連結子

会社と致しました。さらに６月には提携先である株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの子会社で結婚関連の様々な

情報やサービスを提供するポータルサイト「結婚準備室」を展開する「総合生活」の株式譲渡を受け、連結子会社

と致しました。 

以上の事業活動を行った結果、当第３四半期における当社グループの連結売上高は5,425百万円（前年同期比：

11.7％減）、営業利益577百万円（前年同期比：26.9％減）、経常利益567百万円（前年同期比：27.6％減）、第３

四半期純利益312百万円（前年同期比：50.6％減）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



  

今後におきましては、当社グループは、すべての取引先様、株主様、従業員から最も支持される「モバイル・イ

ンターネットを活用した豊かな生活を演出する企業群」を目指し、飲食、美容、医療など、各々の分野でNo.１に

なり、地域ポータルサイト「e-まちタウン」に最大のシナジー効果を実現してまいります。第４四半期以降につき

ましても、景気後退によるインターネット広告市場への影響は続くものと予想され、厳しい経営環境になると認識

しております。また、引き続き事業の拡大や新規事業の本格的なスタートにより、中長期的な当社グループへの利

益貢献を見込んでおりますが、事業拡大に伴う先行コストの増加が目先の利益を圧迫することが懸念され、予断を

許さない状況にあります。そのような状況下で、既存のモバイル広告や地域ポータルサイト「e-まちタウン」を主

軸とした事業を引き続き強化するとともに、出資先との協業による業界No.１のモバイルネットワーク構築、ま

た、当社や親会社である光通信が保有するユーザーやクライアントのネットワークを活用し、当社の強みが活かせ

る分野に特化してまいります。 

  

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第３四半期連結

累計期間の損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参

考として記載しております。  

  

   

（資産、負債及び純資産の状況） 

総資産は、投資有価証券の取得および連結子会社の増加等により前連結会計年度末比で213百万円増加し8,868

百万円となりました。 

負債は、連結子会社の増加等により前連結会計年度末比で42百万円増加し1,186百万円となりました。 

純資産は、新株予約権の増加等により前連結会計年度末比で171百万円増加し7,682百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、462百万円の収入（前年同期：654百万円の収入）となりました。これ

は主に、税金等調整前第３四半期純利益562百万円を計上したこと等によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,255百万円の支出（前年同期：623百万円の支出）となりました。こ

れは主に、投資有価証券取得による支出864百万円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、226百万円の支出（前年同期：226百万円の支出）となりました。これ

は配当の実施によるものであります。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

  前連結会計年度末 
当第３四半期連結会計

期間末 
増減 

  百万円 百万円 百万円 

総資産 8,654  8,868  213 

負債 1,143  1,186  42 

純資産 7,510  7,682  171 

  前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 654  462 

投資活動によるキャッシュ・フロー △623  △1,255 

財務活動によるキャッシュ・フロー △226  △226 

現金及び現金同等物の期末残高 5,693 4,598 



  

当第３四半期連結会計期間の業績は、概ね想定していた範囲内で推移しているため、平成21年５月８日に発表い

たしました業績予想の修正から変更ございません。 

なお、業績見直し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいており

ます。これらの業績見直し等に全般的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 

  

該当事項はありません。 

    

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、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、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計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。 

   

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

該当事項はありません。  

  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買

取引に係る会計処理によっております。 

  この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,570,878 5,617,404

売掛金 560,732 601,272

繰延税金資産 174,342 218,616

その他 505,197 173,424

貸倒引当金 △5,419 △3,493

流動資産合計 5,805,730 6,607,224

固定資産   

有形固定資産 97,997 92,571

無形固定資産   

のれん 179,673 203,183

その他 195,096 87,563

無形固定資産合計 374,770 290,746

投資その他の資産   

投資有価証券 2,454,448 1,543,167

繰延税金資産 － 13,295

その他 152,085 126,098

貸倒引当金 △16,431 △18,500

投資その他の資産合計 2,590,102 1,664,062

固定資産合計 3,062,870 2,047,379

資産合計 8,868,600 8,654,603



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 391,641 595,720

短期借入金 116,000 －

未払金 288,107 177,024

未払法人税等 180,026 82,849

賞与引当金 22,702 49,541

ポイント引当金 9,493 10,829

その他 167,992 227,803

流動負債合計 1,175,964 1,143,769

固定負債   

繰延税金負債 10,595 －

固定負債合計 10,595 －

負債合計 1,186,559 1,143,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,410,038 1,410,038

資本剰余金 1,316,890 1,316,890

利益剰余金 5,301,961 5,215,048

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,434,890 7,347,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,444 △19,379

評価・換算差額等合計 15,444 △19,379

新株予約権 124,259 93,079

少数株主持分 107,445 89,156

純資産合計 7,682,040 7,510,834

負債純資産合計 8,868,600 8,654,603



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,425,256

売上原価 3,413,258

売上総利益 2,011,998

販売費及び一般管理費 1,434,317

営業利益 577,680

営業外収益  

受取利息 9,509

負ののれん償却額 1,683

雑収入 5,136

営業外収益合計 16,329

営業外費用  

投資事業組合運用損 8,117

持分法による投資損失 15,954

雑損失 2,830

営業外費用合計 26,902

経常利益 567,107

特別利益  

賞与引当金戻入額 6,927

貸倒引当金戻入額 2,172

受取解約金 15,440

その他 1,335

特別利益合計 25,876

特別損失  

固定資産除却損 26,492

投資有価証券評価損 999

その他 2,630

特別損失合計 30,123

税金等調整前四半期純利益 562,859

法人税、住民税及び事業税 232,917

法人税等調整額 44,273

法人税等合計 277,190

少数株主損失（△） △27,244

四半期純利益 312,912



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,679,145

売上原価 1,057,767

売上総利益 621,377

販売費及び一般管理費 495,822

営業利益 125,555

営業外収益  

受取利息 4,037

負ののれん償却額 561

雑収入 977

営業外収益合計 5,576

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,386

持分法による投資損失 8,725

雑損失 1,753

営業外費用合計 12,866

経常利益 118,265

特別利益  

賞与引当金戻入額 16

貸倒引当金戻入額 449

その他 1,335

特別利益合計 1,801

税金等調整前四半期純利益 120,067

法人税、住民税及び事業税 68,642

法人税等合計 68,642

少数株主損失（△） △10,083

四半期純利益 61,507



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 562,859

減価償却費 56,017

のれん償却額 39,537

貸倒引当金の増減額（△は減少） △377

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,838

受取利息及び受取配当金 △10,949

投資事業組合運用損益（△は益） 8,117

持分法による投資損益（△は益） 15,954

固定資産除売却損益（△は益） 26,492

売上債権の増減額（△は増加） 92,312

仕入債務の増減額（△は減少） △215,434

その他 △80,416

小計 467,274

利息及び配当金の受取額 11,230

法人税等の支払額 △144,770

法人税等の還付額 128,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 462,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △36,385

無形固定資産の取得による支出 △73,096

投資有価証券の取得による支出 △864,278

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

26,452

短期貸付けによる支出 △325,142

短期貸付金の回収による収入 45,833

長期貸付けによる支出 △29,280

その他 611

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,255,286

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △226,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,019,286

現金及び現金同等物の期首残高 5,617,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,598,117



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）  

  

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

  

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー
事業 
（千円） 

ソリューショ
ン事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,820,364  415,713  189,179  5,425,256 － 5,425,256 

(2）

  

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

 計  4,820,364  415,713  189,179  5,425,256 －  5,425,256 

 営業利益  327,106  270,749 139,519  737,375 (159,695)  577,680 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３期四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日）  

  

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    6,147,596  100.0

Ⅱ 売上原価       3,823,437  62.2

売上総利益       2,324,158  37.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,533,501  24.9

営業利益       790,657  12.9

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  2,968           

２．受取配当金  600           

３．負ののれん償却額  1,683           

４. その他       1,707  6,959  0.1

Ⅴ 営業外費用                

１．投資事業組合等損失  8,329           

２．持分法による投資損失  5,467

３．その他  33  13,830  0.2

経常利益       783,785  12.8

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  3,065  3,065  0.0

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  13,603  13,603  0.2

税金等調整前第３四半期純利益       773,247  12.6

法人税、住民税及び事業税  106,859           

法人税等調整額  51,755  158,615  2.6

少数株主損失       18,547  0.3

第３四半期純利益       633,179  10.3

        



前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第３四半期純利益  773,247

減価償却費  45,238

のれん償却額   39,077

貸倒引当金の増減額   7,899

賞与引当金の増減額  △23,762

受取利息及び配当金  △3,568

投資有価証券売却損益  △3,065

投資事業組合等損益   8,329

持分法による投資損失   5,467

固定資産除売却損益   13,603

売上債権の増減額  △11,854

仕入債務の増減額   33,942

その他   78,944

小計  963,500

利息及び配当金の受取額   1,065

法人税等の支払額  △310,311

法人税等の還付額   597

営業活動によるキャッシュ・フロー  654,852

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △72,567

無形固定資産の取得による支出 △7,102

投資有価証券の取得による支出 △347,369

投資有価証券の売却による収入  19,600

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △485,009

子会社株式の売却による収入  268,420

その他   358

投資活動によるキャッシュ・フロー △623,670

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △226,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △194,818

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,888,711

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  5,693,893

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年６月30日） 

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー事業
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,514,447  469,556  163,592  6,147,596  －  6,147,596

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,514,447  469,556  163,592  6,147,596  －  6,147,596

営業利益  545,327  310,102  100,154  955,584 (164,927)  790,657

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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