
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ネットイヤーグループ株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3622 URL http://www.netyear.net/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石黒 不二代

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 播本  孝 TEL 03-6369-0500
定時株主総会開催予定日 平成23年6月24日 配当支払開始予定日 平成23年6月27日

有価証券報告書提出予定日 平成23年6月27日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

(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 ％

23年3月期 3,491 13.7 62 5.2 54 △14.7 △116 ―

22年3月期 3,070 △0.4 59 ― 63 ― 68 ―

（注）包括利益 23年3月期 △114百万円 （―％） 22年3月期 69,981百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △1,782.25 ― △7.0 2.4 1.8
22年3月期 1,052.67 1,044.07 3.8 3.0 1.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  1百万円

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

23年3月期 2,354 1,710 72.5 26,028.53
22年3月期 2,157 1,846 85.6 28,136.73

（参考） 自己資本   23年3月期  1,707百万円 22年3月期  1,845百万円

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

23年3月期 37 △93 53 877
22年3月期 213 △22 △14 880

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 325.00 325.00 21 30.9 1.2
23年3月期 ― 0.00 ― 325.00 325.00 21 ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 325.00 325.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 1,582 12.7 △83 ― △90 ― △115 ― △1,749.82

通期 3,406 △2.5 90 44.4 81 48.8 26 ― 395.61



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料16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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定となる株式数については、添付資料34ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 65,601 株 22年3月期 65,596 株

② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 65,600 株 22年3月期 65,512 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

(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 ％

23年3月期 3,182 6.8 21 △35.4 21 △44.2 △130 ―

22年3月期 2,880 △4.9 33 ― 38 ― 54 ―

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

23年3月期 △1,991.21 ―

22年3月期 832.24 825.44

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

23年3月期 2,323 1,643 70.7 25,060.19
22年3月期 2,172 1,795 82.7 27,377.29

（参考） 自己資本 23年3月期  1,643百万円 22年3月期  1,795百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の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したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国の需要拡大や内需振興に向けた経済対策等により、緩やかな回復の

動きが見られたものの、円高の進行や資源価格の高騰等の不安材料が重なり、依然として国内雇用情勢や個人消費マ

インドに不透明感が払拭できない状況のまま推移いたしました。また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の

影響による輸出や生産、個人消費の低下等により、景気の不透明感は一層増している状況にあります。 

一方、当社グループの事業領域であるインターネットビジネス市場の動向を示す指標の１つであるインターネット

広告費は、スマートフォンの本格的な普及や、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）、ミニブログ、動

画共有サイトなどのソーシャルメディアに対する社会的な関心の高まりに伴ってインターネット連動型のキャンペー

ンが増加した結果、2010年において7,747億円、前年比109.6％と推定され、広告媒体としてテレビに次ぐ規模に成長

しております（株式会社電通「日本の広告費」）。 

このような状況の下、当社グループは、当社グループが提唱する「Webセントリックマーケティング（PCやモバイ

ルといったウェブ技術をすべてのマーケティング活動の中核に位置づけるマーケティング手法）」の推進に努め、積

極的にサービス体制の強化をはかるとともに、中長期的な観点に立った開発投資を行なってまいりました。 

組織体制面に関しましては、モバイル領域の体制強化をはかるため、平成22年４月に、モバイルコンテンツの開発

を主たる事業とする株式会社モバプロネットを連結子会社化いたしました。さらに同年10月１日には、同じく当社の

連結子会社でモバイルソリューションサービスを提供するネットイヤームーヴ株式会社と同社を統合し、新社名ネッ

トイヤーモビー株式会社が発足いたしました。当社におきましては、顧客企業に対して総合的な提案を専門に行なう

プランニング部門の他、サービスの開発やプロダクトの開発を行なう研究開発部門を新たに設置いたしました。また

ウェブサイトの制作・運用サービスの体制強化策として、当社の連結子会社であるネットイヤークラフト株式会社

が、株式会社プロトデータセンター（沖縄県宜野湾市）と業務提携し、大規模ウェブサイトの制作・運用について、

高品質で価格競争力のあるサービスを安定的に提供できる体制を構築いたしました。これらの成果の一例としまして

は、株式会社イプサ（東京都港区）のデジタルメディア戦略の推進を総合的に支援し、化粧品業界では画期的なチャ

ットカウンセリングの導入をサポートしたことや、ソーシャルメディアや社内コミュニティのソーシャルな環境をモ

ニタリングするSaaS型ソーシャルCRMアプリケーションの開発着手などがあげられます。 

ブランディング面に関しましては、新たなスローガン「Digital is Your Future」を掲げ、当社グループのブラン

ディングを刷新し、自社ホームページを全面的にリニューアルいたしました。また平成22年９月からは、「grow 

Digital～ビジネスの未来をデジタルで～」と題し、セミナー、ウェブ、メール、Twitterなどを通して、デジタルマ

ーケティングに関する情報交換、人材交流を促進する情報発信活動を開始いたしました。 

サービスの強化、拡充に関しましては、当社の連結子会社でソーシャルメディアマーケティングサービスを行なっ

ております株式会社トライバルメディアハウスが、株式会社サイバー・コミュニケーションズ（東京都港区）と共同

でソーシャルメディアを活用したマーケティング支援サービス「ファンページ・スターターパック」の提供を開始

し、また当社におきましては、セールス・インチャイナ株式会社（東京都渋谷区）と業務提携して、中国EC市場への

参入に関するコンサルティングサービスを開始いたしました。 

なお、当社グループのサービスの社会貢献性を表す一例としまして、当社グループがウェブサイトの制作で支援さ

せて頂いております「グリーンリボンキャンペーンサイト（社団法人日本臓器移植ネットワークをはじめとする関連

団体で運営）」が、平成22年12月に、社団法人日本アドバタイザー協会主催「第50回消費者のためになった広告コン

クール」Webサイト部門で金賞を受賞いたしましたことをご報告いたします。 

損益面につきましては、システム開発を伴う大型案件の他、ソーシャルメディア関連サービスやモバイル関連サー

ビスの増加が寄与し、売上高は前期比で13.7％増加いたしました。費用に関しましては、体制強化のための採用費や

連結子会社の増加により販管費が増加し、営業利益はほぼ横ばいの水準となりました。また、平成23年２月15日に発

表しましたとおり、当社グループは、固定費の削減による投資力の強化を主な目的として、グループ一体となった本

社事務所の移転を決定（注１）しており、当連結会計年度において本移転に伴う費用を特別損失として計上したこと

から、当期純損失を計上することとなりました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高3,491百万円（前連結会計年度比13.7％増）、営業利

益62百万円（前連結会計年度比5.2％増）、経常利益54百万円（前連結会年度比14.7％減）となりました。また、当

期純利益は特別損失として本社移転費用132百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額20百万円を計上した

こと等から損失となり、当期純損失116百万円（前連結会計年度は当期純利益68百万円）となりました。 

  

（注１）平成23年５月６日に本社事務所を移転しております。 

   

１．経営成績
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（次期の見通し） 

次期の国内経済の見通しは、海外経済の改善や経済対策の効果等を背景に、持ち直して行くことが期待されていま

したが、東日本大震災に端を発した生産減、輸出減、消費者心理の悪化等により、わが国経済全体に深刻な影響が及

ぶことが懸念されます。また、当社グループにおきましても、一部の顧客企業において、プロモーションの自粛や生

産・販売計画の縮小が生じている状況であり、既存ビジネスに関してはこれら顧客動向を早急に把握しながら実績を

積んでいきたい所存です。 

一方、当社グループの事業領域でありますインターネットビジネス市場は、堅調に拡大を続けており、短期的には

厳しい経済環境の影響を受けるとしても、中長期的には今後も確実な成長が見込まれています。また、当市場の特徴

としまして、技術やサービスの変化が非常に早いことから、生産性の向上や利益確保に努めつつも、本社事務所の移

転により実現するコストダウンを、成長を前提とした投資に振り向け、サービス体制の強化や人材の育成、プロダク

トの開発等の推進をはかり、積極的な施策を講じてまいりたいと考えております。 

平成24年3月期の通期の連結業績の見通しにつきましては、上記の厳しい経済環境や取引環境を鑑み、売上高は

3,406百万円（当期比2.5％減）と若干の減収を予想しております。利益面では、本社事務所の移転による家賃の減少

効果もあり、営業利益90百万円（当期比44.4％増）、経常利益81百万円（当期比48.8％増）を見込んでおります。ま

た本社事務所の移転に伴う引越し作業費やシステム機器の移設費等の費用17百万円を特別損失として第１四半期に計

上する予定であり、当期純利益は26百万円（当期は116百万円の当期純損失）を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末と比べ197百万円増加し、2,354百万円（前年同期比9.1％増）となりました。主な

増加要因は、売上債権の増加253百万円、敷金の増加64百万円等によるものであります。主な減少要因としては、

有形無形固定資産の減少97百万円等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べ332百万円増加し、643百万円（前年同期比107.2％増）となりました。主な増

加要因は仕入債務の増加57百万円、未払費用の増加66百万円、長期借入金の新規借入による増加93百万円、賞与引

当金の増加64百万円、未払法人税等の増加10百万円等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ135百万円減少し1,710百万円（前年同期比7.3％減）となりました。主な減

少要因は、当期純損失の計上116百万円により利益剰余金が減少したためであります。以上の結果、自己資本比率

は、前連結会計年度末の85.6％から72.5％へと減少しました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、以下に記載のキャッシュ・フローにより877百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ2百万円減少いたしました。 

  当連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失92百万円を計上し、減

少要因として、売上債権の増加額238百万円等があったものの、増加要因として、本社移転費用132百万円の計上、

減価償却費50百万円、のれん償却額28百万円の計上、賞与引当金繰入額64百万円、資産除去債務会計基準適用に伴

う影響額20百万円の計上、また仕入債務の増加額56百万円等により37百万円の収入（前年同期は213百万円の収

入）となりました。 

当連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、投資有価証券売却による収入

20百万円、新規連結子会社が有していた貸付金の回収による収入17百万円等があり、一方減少要因として、有形無

形固定資産の取得による支出9百万円、敷金差入による支出106百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出15百万円等により、93百万円の支出（前年同期は22百万円の支出）となりました。 

当連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、安定的な資金残高を確保するための長期借入れ

による収入100百万円、長期借入金の返済による支出25百万円、配当金の支払額21百万円等により、53百万円の収

入（前年同期は14百万円の支出）となりました。  
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

的で継続的な配当を行なっていくことを基本方針としております。当期の配当に関しましては、一株当たり325円と

致したく、平成23年６月開催予定の第12回定時株主総会に付議する予定であります。当期の業績につきましては、本

社移転に伴う特別損失を計上したことにより、連結当期純損失を計上しておりますが、上記の基本方針に基づき、ま

た平成23年３月に発生した東日本大震災で被災された株主の方々や、震災後の株価下落局面でも当社株式を保有して

いただいた株主の皆さまへ少しでも還元させて頂きたいとの考えから、当初予定通りの配当金とさせていただきまし

た。なお、内部留保資金につきましては、将来にわたる事業展開に備え、投資や開発等の資金需要に有効に活用して

いく所存であります。 

次期の配当につきましては、期末配当として、当期と同様に1株当たり325円とする予定であります。これは上記の

基本方針に基づくものであり、次期の配当性向を継続する予定ではありません。 

将来的には、連結当期純利益が安定した段階で、期間業績に応じた成果配分を利益配分の考え方の中心に据え、配

当性向の基準を定めたいと考えております。 

なお、当社は、会社法454条第５項に基づき、中間配当制度を採用しております。剰余金の配当の決定機関は、期

末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。  

(4）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で

ありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、本稿及び本書中の本稿以外の記載内容も併せて、慎重に検討

した上で行われる必要があると考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

    ① インターネットビジネス市場の動向等について 

当社グループはインターネットビジネス市場を事業領域としていることから、当該市場の拡大が当社グループの事

業成長のための基本的な条件と考えております。一般的に、インターネットビジネス市場は今後も拡大していくと予

測されておりますが、将来においてその利用方法の変化や市場拡大がどの様に推移するかは不透明な要素があり、こ

れらの動向について何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導入、その他予期せぬ要因によって、今後の

市場拡大が阻害されるような状況が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

また、当社グループの事業は、企業等のインターネット領域にかかるコンサルティング、ウェブサイト構築及び運

用支援等のサービスが中心であることから、企業等においてインターネットの重要性の低下や、当該分野に対する投

資の抑制等が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

② 景気動向および広報・宣伝予算の影響について  

当社グループの顧客は大企業中心であり、当社グループの取引は顧客企業の広報・広告宣伝予算に強く影響を受け

ます。景気低迷の折に、広報・広告宣伝予算は相対として削減の対象となりやすいと考えられ、また、当社グループ

においては上位顧客への売上依存度が高いことから、特定顧客への景気その他の影響が、当社グループの経営成績に

大きな影響を与える可能性があります。 

    ③ 競合について 

当社グループが展開するSIPS事業は、現状において業態として確立されたものではなく、相応の事業規模を有する

専業企業が複数あるほか、広告代理店やコンサルティング企業又はシステムインテグレーター等が各々の事業との関

連から手掛けており、その他中小事業者等も含め多種多様な事業者が参入しており、競合が生じております。 

また、当社グループの事業は特許等で保護されているものではなく、既存の競合企業のみならず、今後は、資本

力、マーケティング力、幅広い顧客基盤、高い知名度や専門性を有する企業等の参入及びその拡大が生じる可能性が

あり、競争が激化した場合又は当社競争力の低下が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ④ サービス等の陳腐化について 

インターネットにおいては、新たな技術やサービスが逐次開発及び提供されており、その利用者の嗜好等について

も変化が激しい状況にあります。当社グループが保有する技術及びノウハウ等が陳腐化した場合、変化に対する十分
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な対応が困難となった場合、顧客ニーズの的確な把握及びソリューションの提案が困難となった場合等において

は、顧客に対する当社サービスの訴求力低下等により、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

    ⑤ 提供サービスの不具合等について 

当社グループの事業においては、企業のコーポレートウェブサイト等を手掛けることから、当社が提供する業務サ

ービスについては正確性が求められます。当社グループが手掛けた顧客企業のウェブサイトにおいて、サイト上の誤

表示や当社グループが提供したサービスの障害、その他のトラブル等が生じた場合、当社グループの信頼性低下、損

害賠償請求、顧客との取引停止等が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

    ⑥ プロジェクト案件の採算性確保について 

当社グループは、プロジェクト案件の採算性等に十分留意しつつ受注活動を行っておりますが、業務の性質上、ト

ラブルの発生や受注後における仕様変更への対応等により、当初の見積り以上の作業工数が必要となる場合があり、

想定以上の費用負担によりプロジェクト案件の採算性が悪化する可能性があります。 

また、受注競争の激化や、受注拡大に伴う人員不足等に起因した外注費の増加、見積り精度の低下等が生じた場合

には、事業全体における採算悪化等が生じる可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

    ⑦ サービスの開発及びプロダクトの開発について 

当社グループは、収益基盤の強化と多様化をはかるため、新しいサービスの開発やプロダクトの開発に積極的に取

り組んでいく方針であります。これら開発費や販売促進費等の追加的な支出が発生した場合、利益率が低下する可能

性がある他、開発や販売が計画通りに進展しない場合には、投資を回収できず、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑧ 他社との業務・資本提携等について 

当社グループは、外部専門企業との業務提携、資本提携等を通じて事業の拡大、スピードアップに取り組んでいく

方針であります。当社グループと提携先の持つ技術やノウハウ等を融合することにより、事業シナジーを発揮するこ

とを目指しますが、当初見込んだ効果が発揮されない場合、またこれらの提携等が何らかの理由で解消された場合、

当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑨ 人材の確保及び育成について 

当社グループの事業展開においては、業態的に個々の人材の知識及び能力に依存する要素が大きく、事業拡大にお

いては優秀な人材の継続した確保が必要であります。しかしながら、優秀な人材の確保が当社グループの計画通り進

まなかった場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因になる可能性があり、当社グループの事業展開、経営成績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、現在在籍する人材について社外流出が生じた場合においても

同様のリスクがあります。 

    ⑩ 通信ネットワークとコンピュータシステムについて 

当社グループの事業は、PCやモバイル等のデジタルデバイスを結ぶ通信ネットワークに全面的に依存しており、自

然災害や事故等によって通信ネットワークに障害が生じた場合、あるいは電力供給の停止等、様々な要因によってコ

ンピュータシステムがダウンした場合には、当社グループの業務に支障をきたすとともに、当社グループに対する信

頼が損なわれ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑪ 情報管理について 

当社グループの事業においては、顧客企業等の機密情報及び個人顧客情報を取り扱う場合があります。当社グルー

プは、これらの情報管理を事業運営上の重要事項と認識しており、当該情報の取扱については、社内規程を制定し、

業務フローを定めて厳格に管理するとともに、全社員を対象とした社内教育、当該情報管理体制の構築・運用に積極

的に取り組んでおります。また、平成17年10月においては、社団法人情報サービス産業協会よりプライバシーマーク

の認定（認定番号第11820395）を受けております。 

しかしながら、当社グループが取り扱う機密情報及び個人情報について、漏洩、改竄又は不正使用等が生じる可能

性が完全に排除されているとはいえず、何らかの要因からこれら事態が生じた場合には、適切な対応を行うための費

用増加、損害賠償請求、当社グループへの信用失墜及び顧客との取引停止等によって、当社グループの経営成績及び

財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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    ⑫ 知的財産権について 

当社グループにおいては、第三者が保有する知的財産権を侵害しないように留意しつつ事業を展開しており、現時

点までにおいて、第三者より知的所有権の侵害に関する指摘等を受けた事実はありません。 

当社グループは、主要業務であるウェブサイトやデジタルコンテンツの制作等について、第三者の商標権や著作権

等の知的財産権への抵触の有無について必要と考えられる調査を実施しておりますが、当該侵害のリスクを完全に排

除することは極めて困難であると考えられます。当社グループにおいて、第三者が保有する知的財産権の侵害が生じ

た場合には、当該第三者より使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる可能性や知的財産権の使用にかかる対価等

の支払い等が発生する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑬ 自然災害等について 

地震、火災等の自然災害や、戦争、テロ、新型インフルエンザの流行等により、当社グループにおいて人的被害ま

たは物的被害が生じた場合、またこれらの自然災害等に起因する事象により、当社グループの業務の遂行に支障が生

じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑭ ＩＴホールディングスグループとの関係について 

当社は、ITホールディングス株式会社及びソラン株式会社（ITホールディングス株式会社の子会社）の関連会社で

あり、平成23年３月31日現在、ソラン株式会社は、当社株式の39.3％（潜在株式を含めた場合は36.5％）を直接保有

し、ITホールディングス株式会社は、ソラン株式会社を通じて当社株式を間接保有しております。 

ITホールディングス株式会社を中心とするITホールディングスグループは、情報サービス関連事業を展開しており

ます。ITホールディングスグループ各社がシステム開発分野を主体としているのに対して、当社グループはインター

ネット関連分野を主体としており、事業領域が異なっているほか、当社グループにおける事業上の制約等はありませ

ん。 

しかしながら、ITホールディングスグループの事業戦略やグループ戦略によりましては、当社グループの事業展開

その他に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、ITホールディングス株式会社のグループ再編に伴い、平成23年４月1日を合併効力発生日として、TIS株式会

社を存続会社、ソラン株式会社及び株式会社ユーフィットを消滅会社とする合併が行なわれ、ソラン株式会社が保有

する当社株式がTIS株式会社へ全株継承されております。   

    ⑮ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しており、旧商法

第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に

基づく新株予約権を、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員等に付与しております。平成23年３

月31日現在、新株予約権の目的である株式の数は4,443株であり、当社発行済株式総数65,601株の6.8％に相当してお

ります。これら新株予約権の行使が行われた場合、当社の株式価値が希薄化する可能性があります。 

    ⑯ 繰越欠損金について 

当社は、過年度の損失計上により税務上の繰越欠損金が生じていることから、利益計上に至った平成16年３月期以

降においては法人税等の税負担が著しく軽減されております。平成23年３月31日現在における繰越欠損金は14百万円

でありますが、当該繰越欠損金が解消された場合には通常の税率に基づく法人税等が発生することとなり、当期純利

益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 
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（事業系統図) 

 
（注）その他の関係会社であったソラン株式会社は、ＩＴホールディングス株式会社のグループ再編に伴い、平成

23年４月１日を合併効力発生日として、ＴＩＳ株式会社を存続会社、ソラン株式会社及び株式会社ユーフィ

ットを消滅会社とする合併が行われたため解散し、ソラン株式会社が保有する当社株式がＴＩＳ株式会社へ

全株継承されました。そのため、その他の関係会社がソラン株式会社からＴＩＳ株式会社となりました。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、インターネットの特性を活かした革新的な市場を創造していくことを使命としています。マスメ

ディア広告の効果が衰退していく流れの中で、ウェブを中核に据えた革新的なマーケティング市場を創造し、新たな

マーケティング企業としてNo.１ブランドとなることを目指しております。特に、市場で上流のポジションを確立す

るために、各業界を代表する企業を主要顧客とし、戦略性の高い提案力、創造性の高いクリエイティブ力、先端的な

技術力をコアの強みとした独自性の高いサービスを提供し続けることを方針としております。 

(2）目標とする経営指標 

主な成長性・収益性の指標として、売上高及び営業利益率を重視しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループが提唱する「Webセントリックマーケティング」とは、全てのマーケティング活動の中核にウェブを

位置づけ、中長期的にマーケティングの投資対効果を高めていく手法で、今までのマスメディア広告を中心としたマ

ーケティングでは難しかったマーケティングのKPI（数値目標）を設定し、ROI（投資対効果）を計り、分析を行な

い、繰り返し改善をはかっていくものであります。このWebセントリックマーケティングを提案・実践していくため

に、戦略的なPC/モバイルサイトの構築以外にも、メディア開発、プロモーション、顧客管理といった領域までサー

ビスを広げるとともに、当社グループのサービスの付加価値を高める企業との提携、M&Aにも積極的に取り組んでい

く方針です。また、価格競争に巻き込まれにくい高い収益率を確保するため、制作プロダクションの上位に位置する

顧客の戦略的パートナーとして、強いブランドの形成を目指しております。各業界を代表する企業を主要ターゲット

とし、競合他社が模倣しにくい革新的で創造性に富んだサービスを、優秀な人材の確保、社員教育、研究開発等を通

して維持・強化してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

わが国の経済は、引き続き雇用・所得環境の不安や個人消費の低迷、資源価格の高騰等により、引き続き厳しい状

況が続くものと予想されます。また、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響が強く懸念され、今後も予断を許

さない事業環境下にあると認識しております。 

一方、デジタルデバイス、デジタルテクノロジーの進化により、すべてのマーケティング活動が計測可能になると

いうメディア環境の構造変化は確実に進んでおり、当社グループが従来から提唱しております「Webセントリックマ

ーケティング」の実効性と、Webセントリックマーケティングに対する顧客企業の認知や関心が、ますます高まる方

向に進んでおります。 

このような状況のもと、当社グループは、今後さらなる事業基盤の強化及び収益の拡大に向け、以下の主要課題に

着実に取り組んでまいります。 

    ① 対応領域の拡大 

デジタルデバイスの普及と多様化、またソーシャルメディアのような生活者主導型メディアの本格的な普及に伴

い、顧客企業が抱える課題も複雑、高度化しております。これら多様なニーズに対して 適なソリューションを提供

し続けて行く上で、サービスの拡充、対応領域の拡大は重要であり、既存事業と事業シナジーを有する周辺業務につ

いては積極的に対応領域を拡大するとともに、外部専門企業との連携、協働といったアライアンス戦略を推進してい

く方針であります。 

    ② 開発投資の強化 

当社グループの収益モデルはフィー、コミッションが中心であり、収益の多様化、収益率の改善は、中長期的に取

り組むべき重要な課題と考えております。ストック型ビジネスに向けた販売用プロダクトへの開発投資、また高度な

分析業務や生産性向上のためのツール開発等について積極的に取り組んでまいります。 

    ③ 顧客企業からの信頼の向上 

当社グループの事業領域の参入障壁は低く、競合との競争が激化しております。競争に巻き込まれにくいポジショ

ンを確立するためには、顧客企業からの信頼の一層の向上と、業界におけるプレゼンス力を強化することが重要であ

り、顧客企業に対する 適な提案、プロジェクトの着実な遂行、品質向上等によって顧客満足度を向上するととも

に、情報交換や人材交流を促進するような情報発信活動を積極的に実施していく方針であります。 

３．経営方針
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    ④ 人材の確保と育成 

技術革新の早いインターネット関連分野において、先端領域で活躍できる人材を当社グループ内で継続的に確保し

ていくことは、当社グループの成長性及び競争優位性に大きく影響いたします。優秀な人材を確保するために、良質

で魅力的なプロジェクトの実績を積み上げ、業界におけるプレゼンス力を向上していくとともに、マーケティング手

法や技術ノウハウ等の研修やナレッジを共有する制度を一層充実し、人材の強化・育成を行なってまいります。ま

た、個々の人材が 大限に能力を発揮できるような勤務形態の改革や職場環境作りにも取り組んでいく方針でありま

す。 

    ⑤ グループ経営の強化 

当社グループは、当社及び子会社４社によって、顧客企業に対し、課題やニーズに合わせた 適のソリューション

を提供しております。グループ各社の専門的なサービスやノウハウをそれぞれ強化していくことが重要であるととも

に、さらにグループ間で共有や活用を深めることにより、当社グループ全体としてのシナジーの 大化をはかってい

く方針であります。また、当社グループは、間接部門の機能をグループ内で共通化し、間接コストの抑制を図ってお

ります。今後も引き続き、グループ経営の 大効果を追求してまいります。 

    ⑥ 情報セキュリティ体制の強化 

当社グループは、業務上、顧客企業等の機密情報及び個人顧客情報を取り扱っており、一部においてはEコマース

サイトの運営代行業務を行っていることから、大量の個人情報を蓄積・管理しております。顧客サイトにおいては、

不正アクセス防止のための必要な保護策を講じているほか、グループ社内においても管理体制を構築し、グループ役

職員への個人情報保護及び情報セキュリティに関する教育実施に努め、平成17年10月には個人情報保護に関してプラ

イバシーマークの認定を取得しております。今後も引き続き、これら顧客企業の情報管理や社内システム管理等につ

いて強化、徹底してまいります。 

    ⑦ コンプライアンスの徹底  

当社グループは、顧客企業との取引に関して機密性の高い情報を有することがあり、役職員には高いモラルが求め

られます。当社グループでは、「優れた倫理と優れたビジネスは同義である」という企業哲学を基本として、グルー

プ役員及び従業員ひとりひとりが倫理的に行動する基準として、「ネットイヤーグループ倫理規程」を平成12年11月

に制定し、全役職員に対して遵守を課しております。コンプライアンスについては、継続的な研修や啓蒙活動、また

モニタリングを行なう必要があり、引き続きその徹底を図ってまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 880,317 877,392

受取手形及び売掛金 693,406 946,658

仕掛品 ※2  49,933 ※  52,604

原材料及び貯蔵品 1,094 719

繰延税金資産 51,974 47,171

その他 27,908 28,212

流動資産合計 1,704,636 1,952,759

固定資産   

有形固定資産   

建物 94,596 96,583

減価償却累計額 △48,610 △94,702

建物（純額） 45,985 1,880

工具、器具及び備品 139,439 142,160

減価償却累計額 △105,141 △121,825

工具、器具及び備品（純額） 34,297 20,334

建設仮勘定 279 －

有形固定資産合計 80,562 22,215

無形固定資産   

ソフトウエア 64,443 46,065

のれん 78,332 57,443

その他 19 －

無形固定資産合計 142,795 103,509

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  17,905 －

敷金及び保証金 211,335 275,844

その他 0 0

投資その他の資産合計 229,241 275,844

固定資産合計 452,598 401,569

資産合計 2,157,234 2,354,328
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 219,749 277,507

1年内返済予定の長期借入金 － 39,996

未払金 47,402 45,530

未払法人税等 9,408 20,077

賞与引当金 950 65,430

役員賞与引当金 － 1,251

受注損失引当金 ※2  156 ※  38

その他 32,892 140,211

流動負債合計 310,559 590,043

固定負債   

長期借入金 － 53,338

固定負債合計 － 53,338

負債合計 310,559 643,381

純資産の部   

株主資本   

資本金 518,590 518,627

資本剰余金 599,656 599,693

利益剰余金 727,410 589,176

株主資本合計 1,845,656 1,707,497

少数株主持分 1,018 3,449

純資産合計 1,846,675 1,710,946

負債純資産合計 2,157,234 2,354,328
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,070,146 3,491,611

売上原価 ※3  2,456,245 ※3  2,794,950

売上総利益 613,901 696,660

販売費及び一般管理費 ※1  554,614 ※1  634,320

営業利益 59,286 62,340

営業外収益   

受取利息 477 338

持分法による投資利益 1,258 －

助成金収入 2,400 500

その他 404 187

営業外収益合計 4,539 1,026

営業外費用   

支払利息 － 1,539

支払手数料 － 3,062

持分法による投資損失 － 3,651

その他 0 666

営業外費用合計 0 8,919

経常利益 63,826 54,447

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,746

特別利益合計 － 5,746

特別損失   

固定資産除却損 ※2  243 ※2  44

本社移転費用 － ※4  132,587

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

特別損失合計 243 152,784

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

63,582 △92,590

法人税、住民税及び事業税 10,558 17,091

法人税等調整額 △16,956 4,802

法人税等合計 △6,398 21,893

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △114,484

少数株主利益 1,018 2,430

当期純利益又は当期純損失（△） 68,962 △116,915
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △114,484

包括利益 － ※  △114,484

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △116,915

少数株主に係る包括利益 － 2,430
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 515,665 518,590

当期変動額   

新株の発行 2,925 37

当期変動額合計 2,925 37

当期末残高 518,590 518,627

資本剰余金   

前期末残高 596,731 599,656

当期変動額   

新株の発行 2,925 37

当期変動額合計 2,925 37

当期末残高 599,656 599,693

利益剰余金   

前期末残高 679,640 727,410

当期変動額   

剰余金の配当 △21,191 △21,318

当期純利益又は当期純損失（△） 68,962 △116,915

当期変動額合計 47,770 △138,234

当期末残高 727,410 589,176

株主資本合計   

前期末残高 1,792,036 1,845,656

当期変動額   

新株の発行 5,850 75

剰余金の配当 △21,191 △21,318

当期純利益又は当期純損失（△） 68,962 △116,915

当期変動額合計 53,620 △138,159

当期末残高 1,845,656 1,707,497

少数株主持分   

前期末残高 － 1,018

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,018 2,430

当期変動額合計 1,018 2,430

当期末残高 1,018 3,449

純資産合計   

前期末残高 1,792,036 1,846,675

当期変動額   

新株の発行 5,850 75

剰余金の配当 △21,191 △21,318

当期純利益又は当期純損失（△） 68,962 △116,915

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,018 2,430

当期変動額合計 54,639 △135,728

当期末残高 1,846,675 1,710,946
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前当期純
損失（△）

63,582 △92,590

減価償却費 59,878 50,049

のれん償却額 20,888 28,775

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,219 64,480

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,251

受注損失引当金の増減額（△は減少） △542 △118

受取利息及び受取配当金 △477 △338

支払利息 － 1,539

持分法による投資損益（△は益） △1,258 3,651

固定資産除却損 243 44

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,746

移転費用 － 132,587

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

売上債権の増減額（△は増加） 124,458 △238,284

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,918 △2,296

仕入債務の増減額（△は減少） 13,331 56,835

未払金の増減額（△は減少） △3,726 △5,936

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,779 6,874

その他の資産の増減額（△は増加） 7,585 1,383

その他の負債の増減額（△は減少） 1,669 23,451

小計 228,275 45,765

利息及び配当金の受取額 492 345

利息の支払額 － △1,666

法人税等の支払額 △15,619 △7,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 213,148 37,325

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 △10,173 △6,220

無形固定資産の取得による支出 △16,657 △3,548

敷金及び保証金の差入による支出 － △106,402

敷金及び保証金の回収による収入 4,497 670

投資有価証券の売却による収入 － 20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※2  △15,580

貸付金の回収による収入 － 17,829

その他  △592

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,333 △93,844

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 － ※3  △25,463

株式の発行による収入 5,850 75

配当金の支払額 △20,698 △21,017

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,848 53,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 175,966 △2,925

現金及び現金同等物の期首残高 704,351 ※1  880,317

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  880,317 ※1  877,392
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ４社 

ネットイヤークラフト株式会社 

ネットイヤームーヴ株式会社 

ネットイヤーゼロ株式会社  

株式会社トライバルメディアハウス  

ネットイヤーゼロ株式会社につい

ては、平成21年６月１日付けで、ト

リビティー株式会社より商号変更し

ております。 

連結子会社の数 ４社 

ネットイヤークラフト株式会社 

ネットイヤーゼロ株式会社  

株式会社トライバルメディアハウス  

ネットイヤーモビー株式会社 

株式会社モバプロネットは、平成

22年４月28日に同社株式を売買によ

り取得したことにより当社の子会社

となったため、平成22年４月１日を

みなし取得日として、当連結会計年

度から連結の範囲に含めておりま

す。 

また、連結子会社である株式会社

モバプロネットとネットイヤームー

ヴ株式会社は、平成22年10月１日付

で株式会社モバプロネットを存続会

社として合併し、名称をネットイヤ

ーモビー株式会社に変更しておりま

す。この合併により、前連結会計年

度において連結子会社でありました

ネットイヤームーヴ株式会社は解散

したため、連結の範囲から除外して

おります。  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 １社 

株式会社電通ネットイヤーアビーム 

持分法適用の関連会社数 該当なし 

株式会社電通ネットイヤーアビーム

は、平成22年６月22日に当社が所有す

る株式をすべて売却したため、平成22

年６月30日をみなし売却日として、当

連結会計年度から持分法適用の範囲か

ら除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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 

たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

たな卸資産 

仕掛品  

同左  

  原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）を採用し

ております。 

原材料及び貯蔵品  

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ  有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

（主な耐用年数） 

建物         10～18年 

器具及び備品     ３～15年 

イ  有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、

自社利用のソフトウエアについては社

内における見込利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ  貸倒引当金 

債権の貸倒れ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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

イ  貸倒引当金 

同左 

  ロ  賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。 

ロ  賞与引当金 

同左 

  ハ  受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備え

て、当連結会計年度末時点で将来の損

失が見込まれ、かつ、当該損失額を合

理的に見積もることが可能なものにつ

いては、決算日以降に発生が見込まれ

る損失を引当計上しております。 

ハ  受注損失引当金 

同左 

  ────── ニ  役員賞与引当金  

役員の賞与の支給に備えて、役員賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 (4）重要な収益及び費用の

計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基 

準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に  

ついて成果の確実性が認められる工事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積 

りは原価比例法） 

ロ その他工事 

工事完成基準 

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

しておりますが、成果の確実性が認めら

れるプロジェクトはないため、工事完成

基準によっております。 

これにより、当連結会計年度におい

て、損益に与える影響はありません。  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

  

イ       同左  

  

  

  

ロ              同左 

  

  

────── 

 (5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物等為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。 

同左 

(6) のれんの償却方法及び

償却期間 

────── のれんの償却については、発生日以後

投資効果の発現する期間（５年）で均等

償却し、少額なものは発生時に一括償却

しております。 

(7) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲  

────── 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。 

(8）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 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

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。 

────── 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、発生日以後

投資効果の発現する期間（５年）で均等

償却し、少額なものは発生時に一括償却

しております。 

────── 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

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。 

────── 
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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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準） 

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま 

す。 

  これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ2,953千円

減少し、税金等調整前当期純損失は23,105千円増加して

おります。  

(8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （連結損益計算書） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純

損失」の科目で表示しております。  

(9）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

※ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

(10）注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．関連会社に関するものは次のとおりであります。 ────── 

投資有価証券（株式）       千円17,905        

※２．損失が見込まれる受注制作に係る仕掛品と受注損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。 

損失の発生が見込まれる受注制作に係る仕掛品の

うち、受注損失引当金に対応する額は129千円であり

ます。 

※    損失の発生が見込まれる受注制作に係る仕掛品と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。  

損失の発生が見込まれる受注制作に係る仕掛品の

うち、受注損失引当金に対応する額は 千円であり

ます。 

38

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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

以下のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

以下のとおりです。 

役員報酬 千円81,723

給与手当  192,152

賞与引当金繰入額          50

採用費         3,925

支払手数料        97,776

役員報酬 千円99,383

給与手当  194,578

賞与引当金繰入額         12,111

役員賞与引当金繰入額         1,251

採用費         27,038

支払手数料        98,291

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 

器具及び備品       千円243 器具及び備品       千円44

※３．売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 ※３．売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

        千円156         千円38

────── ※４．本社移転費用の内訳 

  家賃解約損 千円71,849

固定資産除却損  41,535

原状回復費         18,788

リース解約損         415

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円68,962

少数株主に係る包括利益  1,018

計  69,981
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加390株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  65,206  390  －  65,596

合計  65,206  390  －  65,596

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  21,191  325 平成21年３月31日 平成21年６月29日   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,318 利益剰余金  325 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加５株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（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 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  65,596  5  －  65,601

合計  65,596  5  －  65,601

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,318  325 平成22年３月31日 平成22年６月25日   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  21,320 利益剰余金  325 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるSIPS事業の割合が

いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31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。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

  

（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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

※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 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定  880,317

現金及び現金同等物      880,317

現金及び預金勘定  877,392

現金及び現金同等物      877,392

──────  ※２.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株式会社モバプロネット

（平成22年10月１日付でネットイヤームーヴ株式会社

を吸収合併し、名称をネットイヤーモビー株式会社に

変更）を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）との関係は次のとおりであります。 

 （千円）

流動資産       38,728

固定資産       19,117

のれん        7,886

流動負債     △7,935

固定負債     △18,797

当該会社の支配獲得時の取得価額      39,000

当該会社の現金及び現金同等物     △23,419

差引：当該会社取得のための支出      15,580

──────  ※３.当連結会計年度中に支配獲得した新規連結子会社が

有していた長期借入金の返済による支出が18,797千円

あります。 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

当社グループは、SIPS事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 SIPS事業以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2）有形固定資産 

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

   （単位：千円）

   

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 （単位：千円）  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

当連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

なお、同会計基準第６項に基づき、当社グループにおける事業セグメントは、「SIPS事業」のみの単一セグ

メントであります。 

    

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

【関連情報】

顧客の名称又は氏名  売上高 関連するセグメント名 

 KDDI株式会社   473,855  SIPS事業 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

   SIPS事業   合計  

 当期償却額     28,775    28,775

 当期末残高     57,443    57,443

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（リース取引関係）
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  該当事項で重要な取引はありません。 

   

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

  該当事項で重要な取引はありません。 

   

  

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金        386

減価償却超過額 2,628

未払事業税  2,080

未払金 1,544

繰越欠損金 84,851

その他 341

繰延税金資産小計 91,833

      

評価性引当額 △39,858

繰延税金資産合計 51,974

繰延税金資産 （千円）

本社移転費用       63,366

賞与引当金 26,630

未払費用 3,350

未払金 1,495

未払事業税 1,340

繰越欠損金 26,277

その他 2,254

繰延税金資産小計 124,715

      

評価性引当額 △77,543

繰延税金資産合計 47,171

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整）     

交際費等の永久差異項目 8.8

住民税均等割額 4.9

評価性引当額の減少 △74.1

のれん償却 13.4

持分法損益 △0.8

連結子会社の税率差異  △2.0

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等負担率 △10.1

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整）     

交際費等の永久差異項目 △2.1

住民税均等割額 △3.5

評価性引当額の増加 △42.1

のれん償却 △12.7

持分法損益 △1.6

連結子会社の税率差異  △1.7

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等負担率 △23.7
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針  

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。  

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

敷金は本社及び事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。 

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月程度の支払期日であります。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制  

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理  

当社は、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用

状況を１年ごとに把握する体制としています。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同

様の管理を行っております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（単位：千円）

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

資  産  

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金  

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。 

（3）敷金  

時価については、本社及び事業所の敷金から将来の発生が予想される原状回復費見込額を控除した

ものに対し、賃貸借契約の終了期間を考慮した敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引い

た現在価値によっております。  

負  債  

（1）買掛金、（2）未払金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。   

      ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品      

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して

おりません。  

（金融商品関係）

    連結貸借対照表計上額  時価  差額 

（1）現金及び預金  880,317 880,317 －

（2）受取手形及び売掛金  693,406 693,406 －

（3）敷金  211,235 166,402 △44,832

資産計  1,784,959 1,740,126 －

（1）買掛金 219,749 219,749 －

（2）未払金 47,402 47,402 －

負債計 267,151 267,151 －

区分  連結貸借対照表計上額（千円）  

投資有価証券（非上場株式）   17,905
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    ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（注）敷金については、回収期間を見積もっているため、上表には含めておりません。  

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日）を適用しておりま

す。  

  

  １年以内（千円）  

現金及び預金   880,317

受取手形及び売掛金  693,406

合計  1,573,724
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針  

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。  

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

敷金は本社及び事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。 

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月程度の支払期日であります。 

長期借入金は安定的な資金残高を確保するための資金調達であります。  

（3）金融商品に係るリスク管理体制  

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理  

当社は、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用

状況を１年ごとに把握する体制としています。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同

様の管理を行っております。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。 

（単位：千円）

（注）１．金融商品の時価の算定方法 

資  産  

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金  

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。 

（3）敷金  

時価については、本社及び事業所の敷金から将来の発生が予想される原状回復費見込額を控除した

ものに対し、賃貸借契約の終了期間を考慮した敷金の返還予定時期に基づき、国債の利率で割り引い

た現在価値によっております。  

負  債  

（1）買掛金、（3）未払金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。   

    連結貸借対照表計上額  時価  差額 

（1）現金及び預金  877,392 877,392 －

（2）受取手形及び売掛金  946,658 946,658 －

（3）敷金  275,744 273,264 △2,479

資産計  2,099,795 2,097,315 △2,479

（1）買掛金 277,507 277,507 －

（2）1年内返済予定の長期

借入金 
 39,996  39,996  －

（3）未払金 45,530 45,530 －

（4）長期借入金   53,338  53,338  －

負債計 416,372 416,372 －
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（2）1年内返済予定の長期借入金、（4）長期借入金  

 これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。 

  

      ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

          該当事項はありません。  

  

    ３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（注）敷金については、回収期間を見積もっているため、上表には含めておりません。  

  

      ４．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後の返済予定額 

    

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（平成22年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（平成23年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

   

当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので該当事項はありません。 

  １年以内（千円）  

現金及び預金   877,392

受取手形及び売掛金  946,658

合計  1,824,050

 
１年超
２年以内 
（千円） 

２年超
３年以内 
（千円） 

長期借入金  39,996  13,342

合計  39,996  13,342

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件の達成に要する期間が固定的でなく、かつ、その権利確定日を合理的に予測することが困難な

ため、権利確定条件は付されていないものとみなしております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 ３名 

当社の従業員 64名 
当社の取締役 １名 

当社の取締役 ２名

当社の従業員 81名

当社の子会社の役員

及び従業員 
10名

その他 １名

株式の種類別のストック・

オプション数（注１） 
普通株式  6,000株 普通株式  480株 普通株式  1,790株 

付与日 平成17年６月24日 平成18年11月22日 平成19年３月27日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。（注２） 
同左（注２） 同左（注２） 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 
同左 同左 

権利行使期間 
平成18年６月26日から 

平成26年６月25日まで 

平成20年９月13日から 

平成28年９月12日まで 

平成21年３月10日から 

平成29年３月９日まで 

    
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    3,551  480  1,725

権利確定    －  －  －

権利行使    390  －  －

失効    218  －  192

未行使残    2,943  480  1,533
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②単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件の達成に要する期間が固定的でなく、かつ、その権利確定日を合理的に予測することが困難な

ため、権利確定条件は付されていないものとみなしております。 

    
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  15,000  38,000  38,000

行使時平均株価 （円）  21,300  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －

  
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 ３名 

当社の従業員 64名 
当社の取締役 １名 

当社の取締役 ２名

当社の従業員 81名

当社の子会社の役員

及び従業員 
10名

その他 １名

株式の種類別のストック・

オプション数（注１） 
普通株式  6,000株 普通株式  480株 普通株式  1,790株 

付与日 平成17年６月24日 平成18年11月22日 平成19年３月27日 

権利確定条件 
権利確定条件は付されてお

りません。（注２） 
同左（注２） 同左（注２） 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 
同左 同左 

権利行使期間 
平成18年６月26日から 

平成26年６月25日まで 

平成20年９月13日から 

平成28年９月12日まで 

平成21年３月10日から 

平成29年３月９日まで 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

②単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

    
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）                  

前連結会計年度末    －  －  －

付与    －  －  －

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）                  

前連結会計年度末    2,943  480  1,533

権利確定    －  －  －

権利行使    5  －  －

失効    332  －  176

未行使残    2,606  480  1,357

    
平成16年６月25日
定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日
臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  15,000  38,000  38,000

行使時平均株価 （円）  23,590  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  －  －
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

共通支配下の取引等 

１．対象となった結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称及び取引の目的 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

    株式会社モバプロネット（当社連結子会社）モバイルサービス事業 

    ネットイヤームーヴ株式会社（当社連結子会社）モバイルソリューション事業 

(2) 企業結合日 

    平成22年10月１日 

(3) 企業結合の法的形式 

    株式会社モバプロネットを存続会社、ネットイヤームーヴ株式会社を消滅会社とする吸収合併 

(4) 結合後企業の名称 

    ネットイヤーモビー株式会社（当社の連結子会社） 

(5) その他取引の概要に関する事項 

両社の合併は、当社グループ全体の事業運営と組織の効率化を推進することを目的としております。な

お、当社の連結子会社同士の合併でありますので、連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

２. 実施した会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「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」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支

配下の取引として処理しております。  

  

当事業年度末（平成23年３月31日）  

  資産除去債務に著しい変動が認められないため、記載を省略しております。   

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  

１株当たり純資産額        円28,136.73

１株当たり当期純利益金額      円1,052.67

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
     円1,044.07

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

１株当たり純資産額        円26,028.53

１株当たり当期純損失金額      円1,782.25

      

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失

金額 
           

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  68,962  △116,915

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 68,962  △116,915

期中平均株式数（株）  65,512  65,600

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

普通株式増加数  540  －

（うち新株予約権（株））  (540)  －

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 

───── ───── 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

株式取得による会社の買収（子会社化） 

当社は、平成22年４月20日開催の取締役会において、

株式会社モバプロネットの株式を取得し子会社化するこ

とを決議し、平成22年４月28日に同社株式を売買により

取得しました。 

子会社の概要は以下のとおりであります。  

名  称： 株式会社モバプロネット 

事業内容： モバイルビジネスコンサルティング事業 

      携帯サイト/アプリ企画・開発事業 

      携帯コンテンツディレクション事業 

      携帯サイト/PCサイト運用事業 

規  模： 平成21年12月期 

             売上高   49,522千円 

        当期純利益  435千円 

        資本金   19,500千円 

        総資産   47,800千円 

        純資産   25,762千円 

株式取得の目的：サービス領域における体制強化 

取得株数： 440株 

取得価額： 39,000千円 

持分比率： 取得後 100％  

───── 

持分法適用関連会社の株式売却 

当社は、平成22年６月17日開催の取締役会において、

持分法適用の関連会社である株式会社電通ネットイヤー

アビームの当社所有全株式を株式会社電通に売却するこ

とを決議し、平成22年６月22日に同社株式を売買により

売却いたしました。 

（1）株式売却の理由 

株式会社電通より、株式会社電通ネットイヤーアビー

ム株式買取りの提案を受け、協議の上、売却することと

いたしました。  

（2）株式売却先          株式会社電通           

（3）売却した持分法適用関連会社の概要  

①名 称：      株式会社電通ネットイヤーアビーム

②所在地：      東京都中央区築地 

③代表者：      及川  直彦 

④事業内容：    マーケティング戦略のコンサルティ

ングサービスの提供 

⑤資本金：      60,000千円 

⑥発行済株式数：1,200株 

⑦当社の所有株式数及び持株比率：240株（20.0％） 

（4）株式売却の概要 

売却株数：        240株 

売却金額：        20,000千円 

売却益：          2,094千円（見込額）  

売却後の持分比率：0％   

───── 
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