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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,052 △10.2 △59 ― △49 ― △218 ―

21年3月期第3四半期 1,173 ― 26 ― 63 ― △184 ―

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3四半期 △1,132.12 ―

21年3月期第3四半期 △922.42 ―

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3四半期 2,942 2,492 84.7 12,925.09
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3四半期  2,492百万円 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3四半期 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3四半期  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3四半期 192,877株 21年3月期第3四半期 199,490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３四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依然として大きく、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、今後の景況感が好転すると共に、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３四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、引き続き製品

の開発、機能の拡張を図り、内外に周知してまいりました。 

 その一環の中の一つのイベントといたしまして、平成21年10月29日には「DoubleClick Forum 2009」を開催し、当

社各種製品を活用した販促活動におけるネットマーケティング技術とトレンドの事例を幅広くご紹介する等、顧客と

の関係強化と拡販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）、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）の拡販を強化してまいりました。 

 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、携帯電話の利用が多

様化していることを踏まえ、新機能の開発を推進するなど、機能及びサービスの強化に注力してまいりました。平成

21年９月には「MobileMK」のオプションサービスとして、モバイルサイトのキャリア（携帯電話通信事業者）公式サ

イト化支援を開始し、モバイルサイトの戦略から運用までをトータルサポートするサービスの強化を行いました。 

 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、株式会社ブレインパッド

と協力し、ウェブサイト内の消費者行動履歴分析を基にした最適なコンテンツを推奨するレコメンドメールの自動配

信サービスの提供を開始いたしました。同サービスは平成21年10月には株式会社アイ・エム・ジェイが運営する「ヴ

ィレッジヴァンガードオンライン」へ提供を開始し、また平成22年１月からアスクル株式会社が運営する「アスク

ル・インターネットショップ」へ提供を開始することを目指すなど、各社へのアプローチを通じて顧客数と売上高を

伸ばしております。 

 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、販促活動の一

環としての自社セミナーの開催などが奏功し、売上高は前年度を上回る形で堅調に推移しております。マーケティン

グ手法の効率化を図るウェブ分析サービスへのニーズが高まっていることもあり、従来の顧客サポートに加え、プロ

フェッショナル派遣サービスなどより付加価値の高いサービスを取り揃え、新規顧客へのアプローチを強化してまい

りました。 

  

 以上の活動により、製品・サービスの強化を推進いたしましたが、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３四半期累計期間の売上高は10億52百万円（前年同期比89.8%）、営業損失は59百万円（前年同

期は営業利益26百万円）、経常損失は49百万円（前年同期は経常利益63百万円）、四半期純損失は２億18百万円（前

年同期は四半期純損失１億84百万円）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３四半期累計期間の売上高は、10億52百万円となりました。 

 その内訳として、ソフトウェアライセンス売上高は、58百万円と前年同期比で９百万円の増収（18.6％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６億50百万円と前年同期比で67百万円の減収（9.5％減）となりました。サービ

ス・その他売上高は３億44百万円と前年同期比で61百万円の減収（15.1％減）となりました。 
 
  

  

② 売上原価 

 当第３四半期累計期間の売上原価は、７億44百万円と前年同期比で３百万円の減少（0.4％減）となりました。当

第３四半期累計期間の売上高に対する比率は70.7％となり、前年同期比で6.9ポイント上昇いたしました。これは主

に外注費の減少により売上原価は減少したものの、売上高が予想に対して未達となったことによるものです。 

③ 売上総利益 

 当第３四半期累計期間の売上総利益は、３億８百万円と前年同期比で１億16百万円の減益（27.5％減）となりまし

た。当第３四半期累計期間の売上総利益率は29.3％となり、前年同期比で6.9ポイント低下いたしました。これは主

に売上高の減少によるものです。 

④ 販売費及び一般管理費 

 当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、３億67百万円と前年同期比で31百万円の減少（7.8％減）とな

りました。当第３四半期累計期間の売上高に対する比率は34.9％となり、前年同期比で0.9ポイント増加いたしまし

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３四半期累計期間の営業損失は、59百万円と前年同期比で85百万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、前年同期比で減少となったことによるものです。 

⑥ 経常損失 

 当第３四半期累計期間の経常損失は、49百万円と前年同期比で１億12百万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 

 当第３四半期累計期間の四半期純損失は２億18百万円となり、前年同期比で34百万円の減益となりました。これは

主に経常利益の減少によるものです。 

  

（資産、負債、純資産の状況） 

 当第３四半期末の流動資産は、28億20百円と前事業年度末比で４億７百万円の減少（12.6％減）となりました。こ

れは主に現金及び預金が４億４百万円減少したことによるものです。 

 当第３四半期末の固定資産は、１億21百万円と前事業年度末比で12百万円の減少（9.4％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５百万円減少したことによるものです。 

 当第３四半期末の流動負債は、４億40百万円と前事業年度末比で２億円の減少（31.3％減）となりました。これは

主に買掛金が２億13百万円減少したことによるものです。 

 当第３四半期末の固定負債は、８百万円と前事業年度末比で２百万円の減少（18.3％減）となりました。 

 当第３四半期末の純資産は、24億92百万円と前事業年度末比で２億17百万円の減少（8.0％減）となりました。こ

れは主に利益剰余金が２億18百万円減少したことによるものです。  

  
平成22年３月期 
第３四半期 

（９ヶ月累計）  
対前年同期
増減率 

平成21年３月期
第３四半期 

（９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  58  5.6  18.6  49  4.2  76  4.8

ASP利用  650  61.7  △9.5  717  61.2  973  61.8

サービス・その他  344  32.7  △15.1  405  34.6  525  33.4

  合計  1,052  100.0  △10.2  1,173  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10月29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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 199,109 603,359

売掛金 121,751 167,034

預け金 2,400,000 2,400,000

その他 100,014 57,718

貸倒引当金 △73 △100

流動資産合計 2,820,802 3,228,012

固定資産   

有形固定資産 22,846 27,903

無形固定資産 12,491 15,201

投資その他の資産   

その他 86,081 90,832

貸倒引当金 △105 △105

投資その他の資産合計 85,976 90,727

固定資産合計 121,315 133,831

資産合計 2,942,117 3,361,844

負債の部   

流動負債   

買掛金 121,065 334,515

未払法人税等 2,457 5,030

賞与引当金 － 4,278

訴訟損失引当金 91,515 124,509

その他 225,166 172,142

流動負債合計 440,205 640,476

固定負債   

退職給付引当金 8,947 7,494

その他 12 3,475

固定負債合計 8,959 10,970

負債合計 449,165 651,446



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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) 

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 △149,996 68,362

自己株式 △332,166 △332,166

株主資本合計 2,499,805 2,718,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17 8

繰延ヘッジ損益 △6,870 △7,774

評価・換算差額等合計 △6,853 △7,766

純資産合計 2,492,952 2,710,397

負債純資産合計 2,942,117 3,361,844



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,173,061 1,052,983

売上原価 747,871 744,741

売上総利益 425,189 308,241

販売費及び一般管理費 398,364 367,253

営業利益又は営業損失（△） 26,824 △59,011

営業外収益   

受取利息 26,555 17,910

受取配当金 － 1

為替差益 10,230 －

仕入割引 2,069 2,131

雑収入 269 480

営業外収益合計 39,124 20,524

営業外費用   

為替差損 － 11,124

自己株式取得費用 2,641 －

営業外費用合計 2,641 11,124

経常利益又は経常損失（△） 63,307 △49,610

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 27

特別利益合計 － 27

特別損失   

固定資産除却損 343 －

訴訟関連損失 86,264 75,542

訴訟損失引当金繰入額 160,000 91,515

特別損失合計 246,608 167,057

税引前四半期純損失（△） △183,300 △216,641

法人税、住民税及び事業税 712 1,717

法人税等合計 712 1,717

四半期純損失（△） △184,013 △218,358



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



  

 当社は平成22年１月25日開示の「トランス・コスモス株式会社とダブルクリック株式会社の株式交換契約及び合併

契約の締結について」にて発表のとおり、平成22年３月29日を期日としてトランス・コスモス株式会社と株式交換を

行い、平成22年３月30日を期日としてトランス・コスモス株式会社に吸収合併される予定です。 

 また、平成22年１月25日開示の「米国グーグル社らに対するDART 事業の譲渡及び仲裁手続の終了並びに当社の商

号変更について」にて発表のとおり、グーグル・インク又はその子会社（米国グーグル社ら）に対して当社のDART事

業を譲渡すること、並びに当社及び米国グーグル社らとの間で係属中の仲裁手続を本事業譲渡の実行後に終了させる

旨の契約を締結しております。 

  

  

６．その他の情報
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