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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 723 △10.4 △30 ― △23 ― △191 ―

21年3月期第2四半期 807 ― 44 ― 64 ― 63 ―

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2四半期 △992.80 ―

21年3月期第2四半期 311.99 ―

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2四半期 3,076 2,516 81.8 13,047.32
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2四半期  2,516百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,646 4.6 3 △86.3 26 △48.0 △142 ― △736.22



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、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。 

(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2四半期 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2四半期 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2四半期 192,877株 21年3月期第2四半期 202,814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、5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２四半期累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、国内経済は引き続き強い停滞感のなかで推移しております。 

 このような状況下においても、インターネット環境利用者のブロードバンド化が進むとともに、携帯電話の契約者

数が継続して増加するなど、インターネット、モバイル利用に関する環境整備が進み、市場成長が見込まれているこ

とから、今後の景況感の好転と共に、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、モバイル・マー

ケティングの事業展開への好材料となることが期待されております。 

 しかしながら、当第２四半期累計期間においては、依然として景気の先行き不透明感を払拭できていないため、企

業の広告宣伝費、販売促進費等の投資抑制の影響は継続しております。  

  

（事業展開）  

 このような環境の下、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、平成21年９月には最新版と

なる「DART for Advertisers 6.0」の提供を開始いたしました。また、媒体社及びWeb サイト運営社向けソリューシ

ョンである「DART for Publishers」（ダート・フォー・パブリッシャーズ）に関しましても、株式会社ALBA、ブロ

ードメディア株式会社等各社に新規導入いただいており、当社は今後もインターネット広告市場をリードする技術と

サービスの提供に努め、市場シェアの拡大に向けて活動してまいります。 

 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、平成21年８月には 

限定モバイルクーポンの発行・管理機能等を追加した最新版の提供を開始、９月にはオプションサービスとして企業

モバイルサイトのキャリア（携帯電話通信事業者）公式サイト化支援を開始するなど機能及びサービスの強化を行い

ました。また、「MobileMK」の操作を専門スタッフがリアルタイムで電話サポートする「モバイルビジネスセンタ

ー」を開設するなど、お客様企業の利便性を向上するサポート体制の充実化に取り組んでまいりました。 

 ソフトウェア型メールマーケティングサービス「ClickM@iler」（クリックメイラー）及び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、平成21年10月のサービス

開始を目指し、株式会社ブレインパッドの行動ターゲティング・レコメンデーションシステム「Rtoaster」（アール

トースター）とのシステム連携において、ウェブサイト内の訪問者行動履歴を基にしたレコメンドメールの自動配信

サービスが提供できる環境作りを進めてまいりました。「ClickM@iler.jp」については、株式会社東京都民銀行等各

社に新規導入いただき市場での利用を確実に拡大いたしました。 

 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、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、企業のウェブ分析活動をトータルに支援

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、企業ニーズに応えたサービスの多角化によ

り収益の向上を図ってまいりました。また、販促活動の一環として自社セミナーである「アクセス解析徹底活用セミ

ナー」を東京と大阪で開催し、ツールの有効活用を紹介するなど積極的に新規顧客の開拓に取り組んでまいりまし

た。その結果、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ等各社に新規導入いただき順調に顧客数と売上高を伸ばしまし

た。 

 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、全事業トータルの販売面では厳しい事業環境の

下、予想に対し新規顧客獲得が不振であったこと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２四半期累計期間の売上高は７億23百万円（前年同期比89.6%）、営業損失は30百万円（前年同

期は営業利益44百万円）、経常損失は23百万円（前年同期は経常利益64百万円）、四半期純損失は191百万円（前年

同期は四半期純利益63百万円）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



（経営成績） 

① 売上高 

当第２四半期累計期間の売上高は、７億23百万円となりました。 

 その内訳として、ソフトウェアライセンス売上高は、55百万円と前年同期比で28百万円の増収（101.0％増）とな

りました。これは主にインターネット広告配信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４億33百万円と前年同期比で47百万円の減収（9.9％減）となりました。サービ

ス・その他売上高は２億34百万円と前年同期比で64百万円の減収（21.5％減）となりました。 
 
  

  

② 売上原価 

 当第２四半期累計期間の売上原価は、５億１百万円と前年同期比で９百万円の増加（1.9％増）となりました。当

第２四半期累計期間の売上高に対する比率は69.4％となり、前年同期比で8.4ポイント上昇いたしました。これは主

に外注費等の増加によるものです。 

③ 売上総利益 

 当第２四半期累計期間の売上総利益は、２億21百万円と前年同期比で93百万円の減益（29.6％減）となりました。

当第２四半期累計期間の売上総利益率は30.6％となり、前年同期比で8.4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２四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、２億51百万円と前年同期比で18百万円の減少（6.8％減）とな

りました。当第２四半期累計期間の売上高に対する比率は34.8％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、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２四半期累計期間の営業損失は、30百万円と前年同期比で74百万円の減益となりました。経費の削減に努めま

したが、主に売上高が予想に対して未達となったことにより、前期と比して減少となったものです。 

⑥ 経常損失 

 当第２四半期累計期間の経常損失は、23百万円と前年同期比で87百万円の減益となりました。これは主に営業利益

の減少によるものです。 

⑦ 四半期純損失 

 これらの結果に加え、平成21年10月29日に開示致しましたように、係属中の仲裁が予想より長引くこととなったた

め、平成21年10月以降終結までの追加の弁護士等費用167百万円を特別損失として計上した結果、当第２四半期累計

期間の四半期純損失は191百万円となり、前年同期比で254百万円の減益となりました。 

  

（資産、負債、純資産の状況） 
 当第２四半期末の流動資産は、29億50百万円と前事業年度末比で２億77百万円の減少（8.6％減）となりました。

これは主に現金及び預金が３億17百万円減少したことによるものです。 

 当第２四半期末の固定資産は、１億26百万円と前事業年度末比で７百万円の減少（5.7％減）となりました。これ

は主に減価償却費の計上等により有形固定資産が２百万円減少したことによるものです。 

 当第２四半期末の流動負債は、５億49百万円と前事業年度末比で90百万円の減少（14.2％減）となりました。これ

は主に買掛金が１億98百万円減少したこと、訴訟損失引当金が60百万円増加したことによるものです。 

 当第２四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２四半期末の純資産は、25億16百万円と前事業年度末比で１億93百万円の減少（7.2％減）となりました。こ

れは主に利益剰余金が１億91百万円減少したことによるものです。 

  
平成22年３月期 
第２四半期 
（６ヶ月累計）  

対前年同期
増減率 

平成21年３月期
第２四半期 
（６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  55  7.7  101.0  27  3.4  76  4.8

ASP利用  433  59.9  △9.9  481  59.6  973  61.8

サービス・その他  234  32.4  △21.5  298  37.0  525  33.4

  合計  723  100.0  △10.4  807  100.0  1,574  100.0

２．財政状態に関する定性的情報



平成21年10月29日に公表いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、通期の業

績予想を修正いたしました。売上高及び営業利益、経常利益は前回予想のとおりを見込んでおりますが、当期純利益

は「米国グーグル社等に対するDART 技術に関する仲裁申立て」に関連する追加の弁護士等費用を特別損失として計

上したため、前回予想を大幅に下回る見込みであります。 

  

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 286,211 603,359 

売掛金 136,659 167,034 

預け金 2,400,000 2,400,000 

その他 127,581 57,718 

貸倒引当金 △82 △100 

流動資産合計 2,950,370 3,228,012 

固定資産   

有形固定資産 25,435 27,903 

無形固定資産 13,414 15,201 

投資その他の資産   

その他 87,412 90,832 

貸倒引当金 △105 △105 

投資その他の資産合計 87,307 90,727 

固定資産合計 126,157 133,831 

資産合計 3,076,528 3,361,844 

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,299 334,515 

未払法人税等 4,155 5,030 

賞与引当金 4,043 4,278 

訴訟損失引当金 185,000 124,509 

その他 220,052 172,142 

流動負債合計 549,550 640,476 

固定負債   

退職給付引当金 8,841 7,494 

その他 1,609 3,475 

固定負債合計 10,450 10,970 

負債合計 560,001 651,446 

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 △123,126 68,362 

自己株式 △332,166 △332,166 

株主資本合計 2,526,675 2,718,164 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23 8 

繰延ヘッジ損益 △10,172 △7,774 

評価・換算差額等合計 △10,148 △7,766 

純資産合計 2,516,527 2,710,397 

負債純資産合計 3,076,528 3,361,844 



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 807,421 723,515 

売上原価 492,281 501,789 

売上総利益 315,139 221,725 

販売費及び一般管理費 270,492 251,998 

営業利益又は営業損失（△） 44,647 △30,272 

営業外収益   

受取利息 18,627 11,736 

受取配当金 － 1 

為替差益 1,371 － 

仕入割引 1,795 1,659 

雑収入 258 345 

営業外収益合計 22,052 13,743 

営業外費用   

為替差損 － 6,774 

自己株式取得費用 2,654 － 

営業外費用合計 2,654 6,774 

経常利益又は経常損失（△） 64,045 △23,304 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 49 18 

特別利益合計 49 18 

特別損失   

固定資産除却損 343 － 

訴訟損失引当金繰入額 － 167,057 

特別損失合計 343 167,057 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 63,751 △190,344 

法人税、住民税及び事業税 474 1,145 

法人税等合計 474 1,145 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,276 △191,489 



 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）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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