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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） 

※平成22年３月期は決算期変更により、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、対前年増減率の記載は行っており
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 10,140 ― 1,047 ― 778 ― 161 ―
22年3月期 3,528 ― 422 ― 433 ― 66 ―

（注）包括利益 23年3月期 113百万円 （66.2％） 22年3月期 68百万円 （―％）

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 7,139.74 7,133.50 2.2 8.0 10.3
22年3月期 2,960.09 2,959.88 0.9 4.8 12.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △213百万円 22年3月期  0百万円

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 10,346 8,007 70.5 322,778.47
22年3月期 9,045 7,727 82.0 328,193.11

（参考） 自己資本   23年3月期  7,294百万円 22年3月期  7,417百万円

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 338 △3,122 △162 1,890
22年3月期 507 △311 △123 4,842

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 ― ― ― 5,000.00 5,000.00 113 168.9 1.5
23年3月期 ― 5,000.00 ― 5,000.00 10,000.00 226 140.1 3.1
24年3月期(予想) ― 5,000.00 ― 5,000.00 10,000.00 452.0

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) 5,000 16.1 300 △39.9 150 △67.8 50 △74.6 2,212.39
通期 13,000 28.2 1,000 △4.6 600 △22.9 200 23.9 8,849.56



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） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） SBMグルメソリューションズ株式会社 、 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 23,800 株 22年3月期 23,800 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,200 株 22年3月期 1,200 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 22,600 株 22年3月期 22,600 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） 

※平成22年３月期は決算期変更により、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、対前年増減率の記載は行っており
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 1,119 ― 152 ― 110 ― 64 ―
22年3月期 562 ― 45 ― 56 ― △374 ―

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 2,848.70 2,846.21
22年3月期 △16,549.47 ―

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 8,129 6,017 71.6 257,650.72
22年3月期 6,599 6,215 91.8 267,973.06

（参考） 自己資本 23年3月期  5,822百万円 22年3月期  6,056百万円

※ 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、財務諸表に対する監査手続は終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．決算期変更に伴い本事業年度は平成22年４月１日～平成23年３月31日、前事業年度は平成21年10月１日～平成22年３月31日となっております。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）における我が国経済は、政府の景気刺激策や新興国の高

い経済成長に支えられ、企業業績に回復の兆しが見られる一方、デフレ基調の継続や雇用環境の低迷、急激な円高の

進行など、引き続き厳しい経済環境が続きました。さらに、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により日本経

済の状況は急変し、先行きは不透明になっております。 

こうした中、平成22年のインターネット広告市場は、全体の市場規模が7,747億円（前年比9.6％増、㈱電通「2010

年日本の広告費」より）と成長を続け、広告媒体としてテレビに次ぐ第２の地位を確固たるものとしております。特

にモバイル広告は、大手コンテンツ・プロバイダー系の広告に加えて、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）系の広告が急成長し、その市場は1,201億円（前年比16.5％増、モバイル検索連動広告を含む）と拡大いたし

ました。また、2010年においてはスマートフォンの本格的な普及が始まり、スマートフォンに対応した新たな広告手

法も登場し、今後の飛躍が期待されております。このような環境の中、当社グループにおける当連結会計年度の事業

の概況は、以下の結果となりました。 

  

＜メディア広告事業＞ 

メディア広告事業におきましては、グループ傘下の広告代理店を中心にモバイル広告事業を推進するとともに、地

域に密着し、また飲食・宿泊・ブライダル等の業種別に特化した自社運営サイトによるメディア事業を推進しており

ます。モバイル広告事業につきましては、大手広告代理店によるモバイル広告事業への本格参入で競争が激化した中

で、生産性向上と営業力強化を図り、継続して新規媒体の開拓とクライアントの獲得に努めた結果、業績は堅調に推

移しました。メディア事業におきましては、地域情報ポータルサイト「e－まちタウン」の大規模な改修を実施し、

業種別自社サイトとの繋ぎ込みを行ってコンテンツ・サービスの連携を深めるとともに、掲載店舗がソーシャルメデ

ィアを通じて外部からのアクセスを促進できるようにするなど、集客力を高めてサイト価値を向上する対策を実施し

てまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度のメディア広告事業の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

  

＜ソリューション事業＞ 

ソリューション事業におきましては、①不動産業界やアミューズメント業界を中心とした中小企業向けの業種別ソ

リューションサービス、②サイト構築、各種システム開発等のソリューションサービス、③ホスティングサービス、

④携帯電話を活用した法人向けソリューションサービス等の提供を行っております。 

新たな取り組みといたしまして、平成23年２月に飲食業界向けに通信ソリューション、モバイルコンテンツを提供

販売し、また、Yahoo!グルメなど飲食系メディアを多数取扱っているSBMグルメソリューションズ株式会社の株式を

取得し、連結子会社化いたしました。同社は、加盟クライアント数約49,000店舗、送客予約サービス「EPARK（イー

パーク）」の登録会員数約540万人を保有し、また、全国にパートナーシップを展開し、広い販売網を有しておりま

す。今後は、「EPARK」と当社グループの各メディアのシステム連携により、会員リソースを相互に活用してメディ

ア価値を増大させるとともに、全国の販売網を利用して、加盟クライアント数の拡大に努めてまいります。 

以上の結果、当連結会計年度におけるソリューション事業の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりま

した。 

  

※当連結会計年度より、ホスティングサービスを中心とするサーバー事業をソリューション事業に含め、従来の３区

分のメディア広告事業、サーバー事業、ソリューション事業から、２区分のメディア広告事業、ソリューション事業

に変更いたしました。また、前連結会計年度は、決算期変更により平成21年10月１日～平成22年３月31日までの６ヶ

月間の変則決算であったため、対前年同期比較については記載しておりません。 

  

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益

百万円、当期純利益 百万円となりました。 

単体における当事業年度の売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百万円

となりました。 

  

１．経営成績

5,536 571

4,680 623

10,140 1,047 778

161

1,119 152 110 64



②次年度の見通し 

当社グループは、「ユーザー様、クライアント様から も喜ばれ、株主様、従業員から も支持され、インターネ

ットを活用した豊かな生活を演出し、笑顔あふれる社会を創造する企業群」を目指してまいります。また、「モバイ

ル広告事業、自社メディア事業、ソリューション事業」によりフォーカスし、利益及び企業価値の極大化に努めてま

いります。 

事業投資におきましては、当連結会計年度までインターネット関連ビジネスをターゲットに積極的にM＆Aや事業提

携を仕掛け、先行投資を行い、売上やシェアを重視し販売網を整備するなど量の拡大に努めてまいりましたが、今後

は、質の向上へと経営施策の重点を移してまいります。経営資源を投下する事業について集中と選択を行い、撤退や

売却を検討する事業を徹底的に峻別し、人・物・金を、成長事業、安定した利益を生む事業、付加価値の高い事業へ

集中させることに、積極的に取り組んでまいります。 

以上の取組みにより、平成24年３月期の連結業績に関しまして、売上高13,000百万円、営業利益1,000百万円、経

常利益600百万円、当期純利益200百万円を見込んでおります。 

  

※ 前連結会計年度は、決算期変更により平成21年10月１日～平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であった

ため、前年同期比較については記載しておりません。 

  

(2）財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュフローの状況 

当連結会計年度における資産は、連結子会社の増加等により、前連結会計年度末比で 百万円増加し 百

万円になりました。負債は、連結子会社の増加等により、前連結会計年度比で 百万円増加し 百万円とな

り、純資産は、前連結会計年度末比で 百万円増加し 百万円になりました。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。

各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の取得によ

る支出 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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額 百万円等

によるものであります。 

  

[財務指標の推移] 

自己資本比率 ＝ 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ＝ 株式時価総額／総資産 

  

（注）1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

2．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式を除いた期末発行済株式数により算出しております。 

  

1,301 10,346

1,021 2,339

280 8,007

2,952 1,890

338 581

3,122

2,487

162 226

  
平成19年 
９月期 

平成20年 
９月期 

平成21年 
９月期 

平成22年 
３月期 

平成23年 
３月期 

自己資本比率 ％ 85.3 ％ 84.7 ％ 83.1 ％ 82.0 ％ 70.5

時価ベースの 

自己資本比率 
％ 100.0 ％ 85.1 ％ 77.2 ％ 81.2 ％ 62.3



(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、株主の皆様に対する利益還元をもっとも重要な経営課題と認識しており、財務体質の維持、強固な経営基

盤の構築及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、収益状況に応じた利益還元を実施し

てまいります。 

上記の基本方針に基づき、当期の期末配当金に関しましては、一株当たり5,000円を予定しております。また、次

期の利益配当金につきましては、中間配当金、期末配当金ともに一株につき5,000円（年間10,000円）を予定してお

ります。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの事業展開等でリスク要因の可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。当社グ

ループではコントロールできない外部要因や、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと思われ

る事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項についても以下に開示しております。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うえで、その発生の予防及び発生時の対応に努めてまいりますが、当社グルー

プの経営状況及び将来の事業についてのご判断は、下記の記載事項を慎重にご検討のうえ、投資家並びに株主の皆様

ご自身で行っていただくようお願い申し上げます。 

また、その他のリスク及び現在当社グループが把握していない条件並びに実在していないと思われる不確定条件も

当社グループの業務を害することがあり得ますのでご留意ください。 

  

・インターネット市場に関わるリスクについて 

当社グループの各事業は直接・間接的にインターネットに関連しています。これより当社グループの各事業が成功

する基本的な条件は、PC及びモバイルのインターネット上での情報通信及び商業利用が今後も普及し、エンドユーザ

ーにとって快適なインターネットの利用環境が促進されることとなります。この条件が満たされない場合、当社グル

ープの各事業に影響を及ぼすことが予想されます。 

  

・新規事業に関するリスク 

当社グループは、今後、新規事業を行う可能性もあります。当社グループは収益の向上のため、 善を尽くしてお

りますが、新しい事業戦略が成功する保証は無く、損失を被る可能性もあります。仮に短期において、利益を計上す

ることに成功したとしても、長期において収益を計上し続けられる保証はありません。 

  

・事業投資に係るリスク 

当社グループでは、事業戦略に基づき日本国内外におけるインターネット関連企業に対しても投資を実施しており

ます。これらの投資は、それぞれの投資先と当社グループとの事業シナジー等の効果を期待して実行しております

が、これらの投資が回収できなくなる場合も考えられます。また、投資先企業の今後の業績によっては、当社グルー

プの損益に影響を与える可能性が考えられます。 

  

・第三者への依存 

業務の委託先である第三者が、当社グループの委託した業務を遂行できるよう、当社グループは 善の配慮を尽く

しておりますが、かかる第三者が当社グループの要望通りに業務の遂行を行うことが出来ない場合若しくは行わない

場合、当社グループの事業・評判に悪影響を及ぼす可能性があります。また、第三者に業務を委託したことにより、

顧客対応のプロセスが長くなり、その結果、顧客の要望への対応が遅くなる可能性があります。 

  

・市場での競争に関するリスク 

当社グループが属するインターネット業界は企業間の競争が激しい市場であります。一部の競合企業は、当社と比

較した際、財政面・技術面・マーケティング面でより豊かな経営資源を有し、顧客ベースも大きく、知名度も高く、

IT業界においてより確立した地位を築いております。当社は、自社開発や事業提携により新商品・新サービスをリリ

ースし、商品差別化と利益率の改善により競争力の強化を図っておりますが、有限であるリソースを有効利用するた

めに選択と集中を行った結果、特定の分野において当社が競争力を維持することが困難になるかもしれません。 

  

・システムの誤作動・機能停止の可能性に関するリスク 

システムを正常に稼動させるためには、中断することなく、当社のネットワークのインフラを提供する必要があり

ます。安全に関しまして、当社は万全の対策をとっておりますが、自然災害及びその他の不可抗力によりサービスの

提供が中断される恐れがあります。その結果、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

  



・個人情報管理に関するリスク 

当社グループの各事業においては、様々な個人情報を保有しております。当社グループでは、当該個人情報の管理

には万全の体制を整えております。しかし、情報管理について瑕疵及びその他の不慮の事故が生じた場合には、当社

グループへのイメージダウン、信頼の低下につながり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

・当社の取締役及び重要な使用人を失った場合のリスク 

当社グループの業務運営は主に、現取締役及び少数の主要な従業員に依存しており、その知識や経験並びに当該人

材と業務パートナーとの信頼関係に依拠しております。当社グループが有能な人材を失った場合及び有能な人材を今

後採用できない場合、当社グループの業務に影響を及ぼす可能性があります。ただし、人材への依存を下げ、補完し

合う組織形成にしております。 

  

・法的規制等について 

当社グループは様々なメディアより広告枠の卸売りを受け、クライアント企業に対し広告枠の販売を行っておりま

す。現在のところ、当該ビジネスに関連して、事業継続に著しく重要な影響を及ぼす法規制はありませんが、「青少

年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成20年６月成立）」「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律（平成20年12月改正）」など、当社グループの事業領域に適用される主要な法的規

制が存在しております。万が一、当社が広告枠の卸売りを受けたメディアが何らかの法的規制を受ける場合、また新

たな法令等が定められ、事業運営に制約を受ける場合、想定される広告効果が得られず、広告枠販売の減少につなが

るなど、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

・企業買収等による事業拡大に係るリスク 

当社グループは、今後も継続的に事業の拡大を目指すにあたって、競合他社の買収を一つの選択肢として検討して

いく方針であります。その実施にあたっては、十分なデューデリジェンスと厳密な社内手続きを経て対象企業を決定

いたしますが、これらの買収実施後、市場環境の変化等により計画どおりの販路拡大や利益拡大ができず、当社グル

ープの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、外部から新たな企業を買収することで、管理

統制する対象会社の範囲が拡大することになり、その実施にあたってはコーポレートガバナンスや内部統制の視点か

ら適切な管理体制を敷いていくことになりますが、各社の既存の体制や企業風土の違いから、当初は当社グループの

制度・ルールが浸透せず、一時的に内部統制の機能が弱まり、当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。 

  



当社の企業集団は、当社（e-まちタウン株式会社）、当社の親会社の株式会社光通信、連結子会社である株式会社フ

ァイブエニー、株式会社ファーストチャージ、株式会社ベストリザーブ、株式会社ORIMO、株式会社結婚準備室、株式

会社エステートソリューション、株式会社GOLUCK、SBMグルメソリューションズ株式会社、他４社で構成されていま

す。当社企業集団の主な会社概要及び事業系統図は以下のとおりです。 

（注）１ 「議決権の所有(被所有)割合」の(内書)は、間接所有であります。 

２ 有価証券報告書提出会社であります。 

  

事業系統図 

 
  

２．企業集団の状況

名称 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有 
割合（％） 

議決権の被所
有割合（％） 

関係内容 

（親会社）          

㈱光通信 

（注）１、２ 
 54,259 情報通信サービス業 ― 

 

 

74.4

(0.3)
役員の兼任 

（子会社）        

㈱ファイブエニー  490 メディア広告事業  100.0 ― 役員の兼任 

㈱ファーストチャージ  200 メディア広告事業  100.0 ― 役員の兼任 

㈱ベストリザーブ  351 メディア広告事業 
 

 

100.0

(100.0)
― ― 

㈱ORIMO  45 ソリューション事業  51.0 ― 役員の兼任 

㈱結婚準備室  36 メディア広告事業  69.9 ― 役員の兼任 

㈱エステートソリューション  90 ソリューション事業  90.0 ― 役員の兼任 

㈱GOLUCK  90 ソリューション事業  100.0 ― 役員の兼任 

SBMグルメソリューションズ㈱  1,475
メディア広告事業 

ソリューション事業 
 52.6 ― ― 



（当社） 

・e-まちタウン株式会社 

当社はメディア広告事業（ウェブサイトの開発・運営）、サーバー事業（レンタル・サーバー：主力商品「デスクウ

イング」）及びソリューション事業（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。 

  

（親会社） 

・株式会社光通信 

当社の議決権を直接的に74.1％（間接保有0.3％）保有している当社の「親会社」であり、東京証券取引所一部（コ

ード番号：9435）に上場しております。 

  

（連結子会社 12社） 

・株式会社ファイブエニー 

当社グループのメディア広告事業に属しており、自社が運営するモバイルメディアを利用者へ提供しております。さ

らに、モバイルレップとしてモバイル上の広告及び当該企業が取り扱う媒体（メディア）を広告代理店へ提供しており

ます。 

  

・株式会社ファーストチャージ 

当社グループのメディア広告事業に属しており、インターネット上の広告を様々な業種のクライアントに対してプラ

ンニング・提案し、効率的且つ効果的なセールス・プロモーションを実現させる広告代理業を行っております。また、

グループ会社としてのリレーションを発揮するために、株式会社ファイブエニーと連携をとりながら業務を推進してお

ります。 

  

・SBMグルメソリューションズ株式会社 他２社  

当社グループのメディア広告事業（「Yahoo!グルメ」を中心とした飲食業界向けメディアの販売）及びソリューショ

ン事業（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。 

  

・株式会社ベストリザーブ 他１社 

当社グループのメディア広告事業に属しており、インターネット上で宿泊予約サイト「ベストリザーブ」を運営して

おります。 

  

・株式会社結婚準備室 

 当社グループのメディア広告事業に属しており、インターネット上で結婚総合サイト「結婚準備室」を運営しており

ます。  

  

・株式会社ORIMO  

 当社グループのソリューション事業に属しており、クライアントのニーズに応じた市場調査（モバイルリサーチ）を

行い、その市場動向の分析・報告や、ソリューションサービスとして通信回線の取次ぎ等を行っております。 

  

・株式会社エステートソリューション 

当社グループのソリューション事業に属しており、不動産会社を対象とした営業に特化しており、デジタルサイネー

ジシステムを駆使したタッチパネル式の「窓タッチ」を主力商品として提案を行っております。 

  

・株式会社GOLUCK 他１社 

当社グループのソリューション事業に属しており、アミューズメント関連会社を対象とした様々な情報・サービスの

提供を行っております。 

  



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、従来、インターネット市場におけるサービスやメディア広告の販売行う「メディア広告事業」を

主力事業の柱として推進しており、インターネットを通して、様々な商品・サービスを広く普及させていくことを基

本方針としておりました。今後は、事業ドメインにおいては「モバイル広告事業、タウン事業、ソリューション事

業」によりフォーカスし、利益及び企業価値の極大化に努めてまいります。また、当社グループは、「ユーザー様・

クライアント様から も喜ばれ、株主様・従業員から も支持され、インターネットを活用した豊かな生活を演出

し、笑顔あふれる社会に付加価値を提供する企業群」を目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、成長性及び収益性の指標として、営業利益と営業キャッシュフローの増加を経営指標としており

ます。お客様満足度、ユーザー満足度の極大化を標ぼうとする「No.１モバイルインターネットカンパニー」を目指

し、主にモバイル広告や課金サービスを主軸とした収益モデルを確立すべく事業展開を行っています。サービス利用

顧客の増大・メディア価値の向上に努めることで、安定的かつ継続的な営業利益・営業キャッシュフローの増大を目

指してまいります。 

  

(3）中長期的な経営戦略及び今後の課題 

当社グループは、「モバイル広告事業、タウン事業、ソリューション事業」によりフォーカスし、利益及び企業価

値の極大化に努めてまいります。 

上記で掲げた目標を達成するため、事業戦略として①より適格なユーザーニーズを捉えたチャネル戦略（業種別の

法人クライアントや個人ユーザー等のターゲット層に応じたチャネルの構築）②コンテンツやソリューション開発の

強化③事業ドメイン周辺分野の新規事業戦略を掲げ、高利益率の企業体の構築を目指してまいります。 

各事業の施策は以下のとおりです。 

  

＜メディア広告事業＞ 

当社グループでは、大きく分けて２つの広告市場をターゲットに事業を推進しております。一つは、モバイル広告

市場、もう一つはセールスプロモーション広告（SP広告）を中心としたローカル広告市場であり、両市場において広

告媒体の開発・運営並びに広告販売を行っております。モバイル広告市場においては、モバイル広告事業を中心にし

て、新規業種クライアントの獲得、クライアント業種の増加に合わせたプランニング、新たなメディアの開拓に取り

組んでまいります。また、自社商品の強化を行うとともに自社メディアの販売に力を入れてまいります。 

ローカル広告市場においては、飲食・宿泊・美容などの各業種に特化した専門サイトと全国318ヶ所を数える地域

情報ポータルサイト「e-まちタウン」とを連携させ、コンテンツ・サービス内容の充実、ユーザビリティの向上を図

ることで利用者及び会員数の増加並びに媒体価値の向上に努めております。これらのローカル広告を自社だけでなく

各地域に張り巡らせたパートナーシップ網を通じ、掲載クライアント数の拡大に努めてまいります。 

  

＜ソリューション事業＞ 

飲食、宿泊、不動産、アミューズメント業界を中心とした営業に特化し、通信回線や携帯電話、タブレット型端末

を活用したソリューションサービスの開発、提供を行ってまいります。 

  

３．経営方針



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 4,737,886 1,886,558

売掛金 774,014 2,006,491

有価証券 99,968 －

商品 3,407 136,950

繰延税金資産 26,536 26,502

その他 349,108 529,881

貸倒引当金 △5,826 △35,806

流動資産合計 5,985,094 4,550,577

固定資産   

有形固定資産 ※1  74,639 ※1  60,054

無形固定資産   

のれん 70,063 1,954,037

その他 232,064 324,175

無形固定資産合計 302,127 2,278,212

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  2,379,235 ※2  3,219,666

長期貸付金 167,951 28,841

破産更生債権等 39,721 75,333

繰延税金資産 16,565 60,597

その他 119,975 198,423

貸倒引当金 △39,721 △124,791

投資その他の資産合計 2,683,727 3,458,071

固定資産合計 3,060,495 5,796,338

資産合計 9,045,589 10,346,916



（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 447,120 817,056

未払金 275,666 991,773

短期借入金 116,000 179,100

未払法人税等 195,629 83,341

未払消費税等 29,272 46,935

賞与引当金 34,181 24,197

ポイント引当金 9,315 7,710

その他 151,184 189,473

流動負債合計 1,258,370 2,339,588

固定負債   

長期借入金 60,000 －

固定負債合計 60,000 －

負債合計 1,318,370 2,339,588

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 5,322,887 5,272,984

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,455,817 7,405,914

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △38,652 △111,120

その他の包括利益累計額合計 △38,652 △111,120

新株予約権 159,264 194,556

少数株主持分 150,789 517,978

純資産合計 7,727,218 8,007,328

負債純資産合計 9,045,589 10,346,916



（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10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 3,528,629 10,140,101

売上原価 1,996,173 5,545,271

売上総利益 1,532,456 4,594,830

販売費及び一般管理費   

販売手数料 153,526 696,447

役員報酬 44,270 105,460

給料 340,092 969,007

賞与引当金繰入額 34,181 24,197

支払手数料 168,741 551,810

貸倒引当金繰入額 3,372 8,258

ポイント引当金繰入額 114 5,394

その他 365,972 1,186,547

販売費及び一般管理費合計 1,110,273 3,547,123

営業利益 422,183 1,047,706

営業外収益   

受取利息及び配当金 9,758 7,880

投資有価証券売却益 4,641 －

負ののれん償却額 1,501 3,012

助成金収入 － 6,316

持分法による投資利益 224 －

雑収入 6,663 6,647

営業外収益合計 22,789 23,855

営業外費用   

支払利息 2,126 2,165

投資事業組合運用損 4,607 3,812

持分法による投資損失 － 213,954

貸倒引当金繰入額 － 60,538

債権勘定整理損 2,214 －

雑損失 2,127 12,638

営業外費用合計 11,075 293,107

経常利益 433,897 778,455



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年10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) 

特別利益   

賞与引当金戻入額 5,015 －

貸倒引当金戻入額 400 －

投資有価証券売却益 21,174 194,536

子会社株式売却益 － 13,893

事業譲渡益 － 18,006

持分変動利益 － 13,118

その他 － 6,265

特別利益合計 26,590 245,820

特別損失   

固定資産除却損 ※1  7,252 ※1  140,624

固定資産売却損 ※2  6,324 －

投資有価証券評価損 489 208,202

減損損失 ※3  169,791 ※2  44,311

和解金 － 49,714

特別損失合計 183,858 442,852

税金等調整前当期純利益 276,630 581,422

法人税、住民税及び事業税 185,776 365,150

法人税等調整額 15,595 30,133

法人税等合計 201,371 395,283

少数株主損益調整前当期純利益 － 186,139

少数株主利益 8,360 24,781

当期純利益 66,898 161,358



（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10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利益 － 186,139

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △72,506

その他の包括利益合計 － ※1  △72,506

包括利益 － ※2  113,632

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 88,890

少数株主に係る包括利益 － 24,742



（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10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 1,410,038 1,410,038

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,410,038 1,410,038

資本剰余金   

前期末残高 1,316,890 1,316,890

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,316,890 1,316,890

利益剰余金   

前期末残高 5,368,989 5,322,887

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益 66,898 161,358

連結範囲の変動 － 14,739

当期変動額合計 △46,101 △49,902

当期末残高 5,322,887 5,272,984

自己株式   

前期末残高 △594,000 △594,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △594,000 △594,000

株主資本合計   

前期末残高 7,501,919 7,455,817

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益 66,898 161,358

連結範囲の変動 － 14,739

当期変動額合計 △46,101 △49,902

当期末残高 7,455,817 7,405,914

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △31,770 △38,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,882 △72,467

当期変動額合計 △6,882 △72,467

当期末残高 △38,652 △111,120



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年10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) 

新株予約権   

前期末残高 140,141 159,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,122 35,291

当期変動額合計 19,122 35,291

当期末残高 159,264 194,556

少数株主持分   

前期末残高 142,428 150,789

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,360 367,188

当期変動額合計 8,360 367,188

当期末残高 150,789 517,978

純資産合計   

前期末残高 7,752,718 7,727,218

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益 66,898 161,358

連結範囲の変動 － 14,739

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,601 330,012

当期変動額合計 △25,500 280,109

当期末残高 7,727,218 8,007,328



（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10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 276,630 581,422

減価償却費 54,540 108,829

減損損失 169,791 44,311

のれん償却額 34,249 138,286

貸倒引当金の増減額（△は減少） 765 62,884

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,091 △11,651

受取利息及び受取配当金 △9,758 △7,880

支払利息 2,126 2,165

投資有価証券評価損益（△は益） － 208,202

投資有価証券売却損益（△は益） △25,815 △194,536

投資事業組合運用損益（△は益） 4,607 3,812

持分変動損益（△は益） － △13,118

子会社株式売却損益（△は益） － △13,893

持分法による投資損益（△は益） △224 213,954

固定資産除売却損益（△は益） 13,576 140,624

事業譲渡損益（△は益） － △18,006

売上債権の増減額（△は増加） △857 △267,145

仕入債務の増減額（△は減少） 95,614 32,215

その他 40,164 △90,700

小計 651,319 919,776

利息及び配当金の受取額 9,904 8,113

利息の支払額 △90 △716

法人税等の支払額 △163,418 △588,304

法人税等の還付額 9,940 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,655 338,868

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 △23,594 △32,955

無形固定資産の取得による支出 △79,889 △215,280

無形固定資産の売却による収入 2,722 3,847

投資有価証券の取得による支出 △172,663 △2,487,182

投資有価証券の売却による収入 178,051 597,960

子会社株式の取得による支出 － △112,465

事業譲渡による収入 － 18,006

短期貸付けによる支出 △288,048 △284,000

短期貸付金の回収による収入 245,533 367,275

長期貸付けによる支出 △167,951 △49,000

長期貸付金の回収による収入 － 27,133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △973,106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 27,687

その他 △6,142 △10,814

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,981 △3,122,893



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年10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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 150,000

短期借入金の返済による支出 △20,413 △86,900

少数株主からの払込みによる収入 10,072 －

配当金の支払額 △113,000 △226,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,340 △162,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,333 △2,946,924

現金及び現金同等物の期首残高 4,770,559 4,842,892

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △5,871

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,842,892 ※1  1,890,095



該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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10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 (1）子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ９社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱ベストリザーブ 

㈱ORIMO 

㈱結婚準備室 

㈱エステートソリューション 

㈱ナレッジデータベース 

(1）子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  12社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱ベストリザーブ 

㈱ORIMO 

㈱結婚準備室 

㈱エステートソリューション 

㈱GOLUCK 

SBMグルメソリューションズ㈱ 

  

㈱GOLUCK、SBMグルメソリュー

ションズ㈱他３社は当連結会計年

度において株式を取得したことに

より連結の範囲に加えておりま

す。 

㈱シェアリー（旧㈱サイバージ

ョイが平成22年７月29日をもって

商号変更しております）は当連結

会計年度における第三者割当増資

により、連結の範囲から除外し、

持分法適用の範囲に加えておりま

す。 

㈱ナレッジデータベースは当連

結会計年度において株式を売却し

たことにより連結の範囲から除外

しております。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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） 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社 ２社 

持分法適用会社の名称 

㈱ユードー 

サイエンスワークス㈱ 

(1）持分法適用の関連会社 22社 

主要な持分法適用会社の名称 

㈱ユードー 

㈱シェアリー 

㈱ビューティーホールディングス

㈱シェアリーチャイナ  

  

㈱シェアリー（旧㈱サイバージ

ョイが平成22年７月29日をもって

商号変更しております）は当連結

会計年度における第三者割当増資

により、連結の範囲から除外し、

持分法適用の範囲に加えておりま

す。 

㈱ビューティーホールディング

ス、㈱シェアリーチャイナは当連

結会計年度において株式を取得し

たことにより、持分法適用の範囲

に加えております。 

㈱FBS他18社は上記１．(1）に

記載の通り、当連結会計年度にお

いてSBMグルメソリューションズ

㈱が連結子会社になったことに伴

い、同社の関連会社を持分法適用

の範囲に加えております。 

サイエンスワークス㈱は当連結

会計年度において株式を売却した

ことにより、持分法適用の範囲か

ら除外しております。 

  (2）持分法を適用していない関連会社 

㈱レジストプランニング 

㈱ふらっしゅ 

  

各社の当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結純損益及び利益剰余金

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない関連会社 

㈱レジストプランニング 

㈱ふらっしゅ 

  

各社の当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結純損益及び利益剰余金

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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） 

３ 連結決算日の変更に関す

る事項 

当社は連結決算日（当社の事業年度の末

日）を毎年９月30日としておりましたが、

当社の親会社である㈱光通信の事業年度の

末日が毎年３月31日であることを踏まえ、

親会社と事業年度を一致させることにより

連結決算への対応を容易にするため、平成

21年12月22日開催の第14期定時株主総会の

決議により、連結決算日を毎年３月31日に

変更しております。 

当該変更に伴い、決算期変更の経過期間

となる当連結会計年度の期間は、平成21年

10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ

月となっております。 

―――――――――――― 

４ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、㈱ベストリザーブ他

１社の決算日は９月末日でありましたが、

同社は決算日を３月末日に変更しておりま

す。 

連結子会社のうち、㈱モノリスの決算日

が９月末日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、３月末日での仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

連結子会社のうち、㈱アベレージ・アッ

プの決算日は10月末日でありましたが、同

社は決算日を３月末日に変更しておりま

す。 

連結子会社のうち、㈱モノリスの決算日

が９月末日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、３月末日での仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

５ 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 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法を採用しております。また

売却原価は移動平均法を採用してお

ります。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同    左 

  

  

  

  

時価のないもの 

同    左 

  投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合運用損益及びそ

の他有価証券評価差額金として投資

有価証券を加減する方法によってお

ります。 

投資事業有限責任組合等への出資

同    左 

  ②たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切り下げの方法） 

②たな卸資産 

商品 

同    左 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ８～15年 

工具、器具及び備品 ３～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

同    左 

  ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。 

ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

②無形固定資産（リース資産を除く）

同    左 

  ③所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

③所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

同    左 

  ④所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、リース取引開始日がリース取

引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

④所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

同    左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同    左 

  ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えて、支給

見込額のうち当連結会計年度に負担す

べき額を計上しております。 

②賞与引当金 

同    左 

  ③ポイント引当金 

ベストリザーブ会員に付与したポイ

ントの使用に備えるため、当連結会計

年度において将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。 

③ポイント引当金 

同    左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

外貨建有価証券(その他有価証券)

は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は全部純資産

直入法により処理しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

同    左 

  (5）のれんの償却方法及び償却期間 

―――――――――――― 

(5）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、その投資

効果の発現する期間を個別に見積も

り、20年以内の合理的な期間で均等償

却を行っております。 

  (6）連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

―――――――――――― 

(6）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。 

  (7）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 

税抜方式によっております。 

(7）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 

同    左 

  連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度の適用 

同    左 

６ 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。 

―――――――――――― 

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の均等償却を行っております

が、金額が僅少なものについては発生時一

括償却を行っております。 

―――――――――――― 

８ 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。 

―――――――――――― 



  

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10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等の適用） 

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。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。 

―――――――――――― （持分法に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分

法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しておりま

す。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。 

―――――――――――― （企業結合に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度より、「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）、「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）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20

年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号 平成20年12月26日公表分）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）を適用してお

ります。 



  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年10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利

益」の科目で表示しております。 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年10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。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。 



  

  

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 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  千円94,133   千円120,183

※２ 非連結子会社及び関連会社に関するものは、次のと

おりであります。 

※２ 非連結子会社及び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58,437

投資有価証券（社債） 千円49,500

投資有価証券（株式） 千円811,921

投資有価証券（社債） 千円217,150

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年10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 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  

建物 千円 1,218

工具、器具及び備品 千円 5,237

長期前払費用 千円 796

合計 千円 7,252

建物 千円 4,269

工具、器具及び備品 千円 512

長期前払費用 千円 688

ソフトウェア 千円 135,104

その他 千円 49

合計 千円 140,624

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ―――――――――――― 

ソフトウェア 千円 6,324

合計 千円 6,324

  

※３ 減損損失 ※２ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の単

位に基づき資産のグルーピングを行っております。事

業資産については収益性が低下したため、各資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（169,791千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物898千円、工具器具備品18,898

千円、ソフトウェア22,606千円、その他有形固定資産

1,777千円及びのれん125,610千円であります。 

なお、事業用資産の減損損失の測定における回収可

能価額は使用価値によっておりますが、将来キャッシ

ュ・フローが見込まれないことから、当該事業資産の

帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

大阪府大阪
市 

メディア広
告事業 

建物、工具
器具備品、
ソフトウェ
ア、その他 

44,180

― 
メディア広
告事業 

のれん 125,610

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

当社グループは、概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出し、継続的に収支の把握がなされる 小の単

位に基づき資産のグルーピングを行っております。事

業資産については収益性が低下したため、各資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（ 千円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、ソフトウェア 千円であります。 

なお、事業用資産の減損損失の測定における回収可

能価額は使用価値によっておりますが、将来キャッシ

ュ・フローが見込まれないことから、当該事業資産の

帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

東京都豊島
区 

ソリューシ
ョン事業 

ソフトウェ
ア 

44,311

44,311

44,311



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 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度（自 平成21年10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 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円60,015

少数株主に係る包括利益 千円8,360

計 千円68,376

その他有価証券評価差額金 千円△6,882

計 千円△6,882

（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  23,800  ―  ―  23,800

合計  23,800  ―  ―  23,800

 自己株式         

  普通株式  1,200  ―  ―  1,200

合計  1,200  ―  ―  1,200

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年
度末残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

 平成18年８月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  101,741

  
 平成18年12月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  33,730

  
 平成20年３月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  13,877

  
 平成21年１月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  1,566

  
 平成21年１月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  2,099

  
 平成21年７月 

 ストックオプション 
― － －  －  －  6,250

合計 － －  －  －  159,264



３．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 

  

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 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

（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11月24日 

取締役会 
普通株式  113,000  5,000 平成21年９月30日 平成21年12月24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５月17日 

取締役会 
普通株式  113,000 利益剰余金  5,000 平成22年３月31日 平成22年６月28日

  
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  23,800  －  －  23,800

合計  23,800  －  －  23,800

自己株式         

普通株式  1,200  －  －  1,200

合計  1,200  －  －  1,200

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計年
度末残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社 

（親会社） 

平成18年８月 

ストックオプション 
― － －  －  －  112,966

  
平成18年12月 

ストックオプション 
― － －  －  －  37,698

  
平成20年３月 

ストックオプション 
― － －  －  －  20,246

  
平成21年１月 

ストックオプション 
― － －  －  －  2,909

  
平成21年１月 

ストックオプション 
― － －  －  －  3,674

  
平成21年７月 

ストックオプション 
― － －  －  －  14,591

  
平成22年５月 

ストックオプション 
― － －  －  －  1,327

  
平成22年５月 

ストックオプション 
― － －  －  －  697

  
平成23年３月 

ストックオプション 
― － －  －  －  445

合計 － －  －  －  194,556



３．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 

  

  

（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５月17日 

取締役会 
普通株式  113,000  5,000 平成22年３月31日 平成22年６月28日 

平成22年11月９日 

取締役会 
普通株式  113,000  5,000 平成22年９月30日 平成22年12月10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５月16日 

取締役会 
普通株式  113,000 利益剰余金  5,000 平成23年３月31日 平成23年６月27日

（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10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)

現金及び預金勘定 千円4,737,886

預け金 千円105,005

現金及び現金同等物 千円4,842,892

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金勘定 千円1,886,558

預け金 千円3,537

現金及び現金同等物 千円1,890,095



前連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（ 千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（ 千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）及び親会社の管理部門に係る資産であります。 

  

 前連結会計年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日）において、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10月１日 至 平成22年３月31日）において、海外売上高がないため、該当事

項はありません。 

  

（セグメント情報等）

ａ．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）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 2,710,078 239,849 578,701 3,528,629  － 3,528,629

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 14,570 － 12,064 26,634 (26,634) －

計  2,724,648 239,849 590,766 3,555,264 (26,634) 3,528,629

営業費用  2,498,946 85,624 448,940 3,033,511  72,935 3,106,446

営業利益（又は営業損

失） 
 225,702 154,224 141,826 521,753 (99,570) 422,183

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
   

資産  3,006,356 23,951 612,063 3,642,371  5,403,217 9,045,589

減価償却費  68,846 － 15,357 84,204  4,585 88,790

減損損失  169,791 － － 169,791  － 169,791

資本的支出  84,746 － 20,706 105,452  － 105,452

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売、メディア運営、コンテンツ企画販売等 

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

ソリューション事業 
各種通信サービスの加入取次ぎ業務、システム・ソリューション等の企画・

開発等 

202,039

5,403,217

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



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．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、「メディア広告事業」、「ソリューション事業」を営んでおり、取り扱う商品やサー

ビスによって、事業部別及び会社別により戦略を立案し、事業を行っております。 

したがって、当社グループは、取り扱う商品やサービス別のセグメントから構成されており、「メディ

ア広告事業」、「ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「メディア広告事業」は、モバイル広告を中心とした広告販売、地域情報ポータルサイト「e-まちタウ

ン」等のサイト運営及び付随する各種サービスの提供を主な事業としております。 

「ソリューション事業」は、飲食、宿泊、不動産、アミューズメント業界等の中小企業向け、サイト構

築や各種システム開発等及び携帯電話を活用した法人向けのソリューションサービス、ホスティングサー

ビス等の提供を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグ

メントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格

に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

  

ｄ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
メディア広告事業 ソリューション事業 

売上高  

外部顧客への売上高  2,710,078  818,550  3,528,629

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 14,570  12,064  26,634

計  2,724,648  830,615  3,555,264

セグメント利益  255,702  296,050  1,193,326

セグメント資産  3,006,356  636,015  3,642,371

その他の項目  

減価償却費  42,373  7,580  49,954

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 84,746  20,706  105,452



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．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、未収入金等であります。 

（注）有形固定資産及び無形固定資産の調整額は、本社建物の設備投資額であります。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
メディア広告事業 ソリューション事業 

売上高  

外部顧客への売上高  5,482,638  4,657,463  10,140,101

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 53,841  22,699  76,540

計  5,536,479  4,680,162  10,216,642

セグメント利益  571,999  623,906  1,195,906

セグメント資産  3,396,475  5,872,421  9,268,896

その他の項目  

減価償却費  42,585  60,025  102,610

減損損失  －  44,311  44,311

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 111,606  95,990  207,596

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,195,906

セグメント間取引消去  89

全社費用（注）  △148,289

連結財務諸表の営業利益  1,047,706

  （単位：千円）

資産 金額 

報告セグメント計  9,268,896

全社資産（注）  1,078,019

連結財務諸表の資産合計  10,346,916

  （単位：千円）

その他 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

減価償却費  102,610   6,219  108,829

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額  
  207,596   265  207,861



リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 

  

（注）１ １株当たり当期純利益金額は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２ １株当たり当期純利益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。 

  

（開示の省略）

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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 銭 328,193 11 円 銭 322,778 47

１株当たり当期純利益金額 円 09銭 2,960 円 銭 7,139 74

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 銭 2,959 88 円 銭 7,133 50

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年10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   

当期純利益（千円）  66,898  161,358

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（千円）  66,898  161,358

期中平均株式数（株）  22,600  22,600

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  2  20

（うち新株予約権） （ ）2 （ ）20

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金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権４種類（新株予約権

の個数 個） 696

新株予約権７種類（新株予約権

の個数 個） 1,066



前連結会計年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

１．株式会社GOLUCKの株式取得について 

当社は、平成22年３月24日付の取締役会において、株式会社GOLUCKの発行済株式の全株を取得し、子会社化

することを決議し、同社の親会社である株式会社光通信と株式譲渡契約を締結することで合意いたしました。

  

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。 

  

（重要な後発事象）

(1）株式取得の目的 

株式会社GOLUCKは、アミューズメント関連会社を対象とした営業に特化しており、主にパチンコホール

向けに業務効率改善のための販売促進物支援サイト、マーケティングシステム等のソリューションサービ

スの提案を行っております。取引店舗は3,500店舗を数え、業界トップクラスのシェア率を誇っておりま

す。 

一方当社は、モバイル広告販売やモバイルメディアネットワークに強みを持っており、また、全国316

に広がる地域情報ポータルサイトなどの自社メディアの運営や、モバイルコンテンツの企画、ソリューシ

ョンやシステムの開発などを行っております。また、当連結会計年度末時点で株式会社GOLUCKの親会社で

ある株式会社光通信は、当社の親会社でもあり、携帯電話端末の販売に強みを持つなど、販売力や販売ネ

ットワークを活かして携帯電話関連の様々な事業を展開しています。 

今回当社は、ソリューション事業で培った当社のシステム開発によるシステムの利便性向上、コンテン

ツ事業で培った当社のコンテンツの企画・製作によるアミューズメント事業の中のメディア価値の向上な

ど、当社既存事業とのシナジー効果及び新たなビジネスモデルの構築をすることでさらなる収益拡大が期

待できるものと考え、また、子会社化による経営・業務管理におけるスピードアップを見込めるものとし

て、同社の株式を取得し、子会社化することにいたしました。 

(2）株式取得の相手会社の名称 株式会社光通信  

(3）買収する会社の概要   

  商号 株式会社GOLUCK  

  事業内容 アミューズメント向けソリューション事業、OA 機器販売事業、 

固定回線取次事業 他 

  資本金 90,000千円 

(4）株式取得の時期 平成22年４月１日 

(5）株式取得の概要   

  取得株式数 1,800株  

  取得価額 776,259千円 

  取得後の株主構成 e-まちタウン株式会社 100.00％ 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,470,513 550,403

売掛金 103,977 111,914

有価証券 99,968 －

前払費用 11,972 7,739

繰延税金資産 10,780 7,356

短期貸付金 72,450 65,738

関係会社短期貸付金 － 181,660

未収入金 191,960 439,444

その他 106,638 49,369

貸倒引当金 △2,776 △4,931

流動資産合計 3,065,483 1,408,695

固定資産   

有形固定資産   

建物 24,902 24,547

減価償却累計額 △9,073 △12,070

建物（純額） 15,828 12,476

工具、器具及び備品 45,027 41,424

減価償却累計額 △33,833 △35,637

工具、器具及び備品（純額） 11,193 5,786

有形固定資産合計 27,022 18,263

無形固定資産   

ソフトウエア 37,852 132,718

電話加入権 1,200 1,200

その他 63,000 －

無形固定資産合計 102,052 133,918

投資その他の資産   

投資有価証券 2,306,444 1,974,112

関係会社株式 861,485 4,178,399

関係会社社債 － 217,150

長期貸付金 175,456 －

関係会社長期貸付金 － 121,195

従業員に対する長期貸付金 － 28,096

差入保証金 43,580 51,090

長期前払費用 688 －

破産更生債権等 35,980 35,820

繰延税金資産 16,565 47,279

その他 223 1,170

貸倒引当金 △35,980 △85,320

投資その他の資産合計 3,404,445 6,568,995

固定資産合計 3,533,520 6,721,177

資産合計 6,599,004 8,129,873



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,251 23,570

短期借入金 － 150,000

関係会社短期借入金 － 1,650,000

未払金 144,526 204,044

未払費用 23,449 988

未払法人税等 117,540 20,537

未払消費税等 5,882 363

前受金 22,982 16,961

預り金 23,717 34,513

賞与引当金 19,550 8,896

その他 646 2,534

流動負債合計 383,548 2,112,410

負債合計 383,548 2,112,410

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,410,038 1,410,038

資本剰余金   

資本準備金 1,316,890 1,316,890

資本剰余金合計 1,316,890 1,316,890

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,961,914 3,800,295

利益剰余金合計 3,961,914 3,800,295

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 6,094,844 5,933,224

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,652 △110,318

評価・換算差額等合計 △38,652 △110,318

新株予約権 159,264 194,556

純資産合計 6,215,456 6,017,462

負債純資産合計 6,599,004 8,129,873



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

メディア広告売上高 125,733 325,722

サーバー売上高 239,935 －

その他の売上高 196,736 －

ソリューション売上高 － 793,827

売上高合計 562,405 1,119,550

売上原価   

メディア広告売上原価 27,741 70,797

サーバー売上原価 77,303 －

その他の原価 2,210 －

ソリューション売上原価 － 143,623

売上原価合計 107,255 214,421

売上総利益 455,149 905,129

販売費及び一般管理費   

販売手数料 7,651 7,722

広告宣伝費 7,263 40,000

販売促進費 596 787

貸倒引当金繰入額 2,775 4,033

役員報酬 28,916 27,827

給料 131,635 252,059

法定福利費 17,258 32,852

賞与 － 6,405

賞与引当金繰入額 19,550 8,896

旅費及び交通費 7,053 12,916

支払手数料 107,833 229,471

地代家賃 25,924 37,061

減価償却費 4,810 6,729

株式報酬費用 19,122 35,291

その他 29,751 50,893

販売費及び一般管理費合計 410,144 752,948

営業利益 45,005 152,180



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,924 8,452

受取配当金 1,950 3,732

投資有価証券売却益 4,641 －

助成金収入 － 6,316

雑収入 1,661 1,944

営業外収益合計 16,178 20,445

営業外費用   

支払利息 － 791

投資事業組合運用損 4,607 3,812

為替差損 － 2,203

貸倒引当金繰入額 － 49,500

雑損失 134 6,081

営業外費用合計 4,741 62,387

経常利益 56,442 110,238

特別利益   

賞与引当金戻入額 5,015 －

貸倒引当金戻入額 220 －

投資有価証券売却益 21,174 193,396

子会社株式売却益 － 13,893

その他 － 282

特別利益合計 26,409 207,572

特別損失   

固定資産除却損 6,033 24,534

投資有価証券評価損 － 206,752

関係会社株式評価損 403,120 －

和解金 － 24,900

特別損失合計 409,153 256,187

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △326,302 61,623

法人税、住民税及び事業税 25,316 △6,180

法人税等調整額 22,399 3,424

法人税等合計 47,715 △2,756

当期純利益又は当期純損失（△） △374,017 64,380



Ａ メディア広告売上原価明細書 

  

Ｂ サーバー売上原価明細書 

  

Ｃ その他の原価明細書 

  

Ｄ ソリューション売上原価明細書 

  

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    6,438  23.2  36,109  51.1

Ⅱ 労務費    6,458  23.2  7,445  10.5

Ⅲ 経費    14,843  53.6  27,242  38.4

当期メディア広告売上原価    27,741  100.0  70,797  100.0

    
前事業年度 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    20,907  27.0   －  －

Ⅱ 外注費    328  0.4   －  －

Ⅲ 経費     

１ ドメイン関連費用    4,357  －  

２ 業務委託料    38,304  －  

３ その他    13,405  56,067  72.6  －  －  －

当期サーバー売上原価    77,303  100.0   －  －

    
前事業年度 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 商品仕入高    2,210  100.0  －  －

当期その他の原価    2,210  100.0  －  －

    
前事業年度 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 商品仕入高    －  －  3,933  2.7

Ⅱ 材料費    －  －  36,192  25.2

Ⅲ 外注費    －  －  605  0.4

Ⅳ 経費    －  －  102,891  71.7

当期ソリューション売上原価    －  －  143,623  100.0



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(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 1,410,038 1,410,038

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,410,038 1,410,038

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,316,890 1,316,890

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,316,890 1,316,890

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,448,932 3,961,914

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益又は当期純損失（△） △374,017 64,380

当期変動額合計 △487,017 △161,619

当期末残高 3,961,914 3,800,295

自己株式   

前期末残高 △594,000 △594,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △594,000 △594,000

株主資本合計   

前期末残高 6,581,862 6,094,844

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益又は当期純損失（△） △374,017 64,380

当期変動額合計 △487,017 △161,619

当期末残高 6,094,844 5,933,224

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △31,770 △38,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,882 △71,665

当期変動額合計 △6,882 △71,665

当期末残高 △38,652 △110,318



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 140,141 159,264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,122 35,291

当期変動額合計 19,122 35,291

当期末残高 159,264 194,556

純資産合計   

前期末残高 6,690,233 6,215,456

当期変動額   

剰余金の配当 △113,000 △226,000

当期純利益又は当期純損失（△） △374,017 64,380

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,240 △36,373

当期変動額合計 △474,777 △197,993

当期末残高 6,215,456 6,017,462



該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動 

役員の異動につきましては、開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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