
  

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  

(2）連結財政状態 

  

(3）連結キャッシュ・フローの状況 
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(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 ％ 

24年３月期  14,146  △15.3  59 ―  69  404.8  189 ― 

23年３月期  16,707  7.0  △5 ―  13  △89.7  △63 ― 

（注）包括利益 24年３月期 299百万円 （ ％）－ 23年３月期 △103百万円 （ ％）－

  
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 ％ ％ ％ 

24年３月期  1,071  23 1,071 23  2.8  0.7  0.4

23年３月期  △359  31 ―  △0.9  0.1  －

（参考）持分法投資損益 24年３月期 △1百万円 23年３月期 5百万円

  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 

24年３月期  9,647  7,026  72.4  39,388  55

23年３月期  9,809  7,140  69.4  38,381  81

（参考）自己資本 24年３月期 6,983百万円 23年３月期 6,805百万円

  
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 

24年３月期  447  △456  △161  2,923

23年３月期  125  △459  △270  3,093

  
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 ％ ％

23年３月期 ―    0  00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

24年３月期 ―  0  00 ― 450 00 450 00  79  42.0  1.2

25年３月期（予想） ― ―  ― ― ―   ―  

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  6,000  △9.4  △100 ―  △100 ―  △80 ―  △451  19

通期  13,000  △8.1  150  153.8  150  115.7  120  △36.8  676  79



※ 注記事項 

新規   ―社 （社名         ）、 除外       ―社  （社名         ） 

  

(2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

(3）発行済株式数（普通株式） 

  

（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  

(2）個別財政状態 

  

  

※  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

に対する監査手続が実施中です。 

  

※  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いる業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる条件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、添付資料２ページ「経営成績に関する

分析」をご覧ください。 

２当社は、平成24年５月10日(木)にアナリスト及び機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布す

る資料等につきましては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

  

  

(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   

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 183,140株 23年３月期 183,140株

②  期末自己株式数 24年３月期 5,833株 23年３月期 5,833株

③  期中平均株式数 24年３月期 177,307株 23年３月期 177,236株

(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 ％ 

24年３月期  8,546  3.6  52  4.3  95  6.5  261 ― 

23年３月期  8,250  12.9  50  △52.6  89  △43.1  △492 ― 

  
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 

24年３月期  1,475  00  1,474  99

23年３月期  △2,777  89 ― ― 

  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 

24年３月期  8,547  6,792  79.2  38,165  92

23年３月期  7,925  6,568  82.1  36,713  54

（参考）自己資本 24年３月期 6,767百万円 23年３月期 6,509百万円
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

 当連結会計年度の我が国の経済状況は、平成23年３月に発生した東日本大震災の甚大な被害により一時は低調とな

った企業活動も回復の兆しを見せておりましたが、タイの洪水被害、欧州諸国の財政問題や急激な円高の長期化によ

り、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような我が国の経済状況の中で、当社グループの事業領域であるインターネット業界においては、スマートフ

ォン、タブレットPCなどの新型携帯端末の急速な普及やソーシャルネットワーキングサービス （SNS）の浸透によっ

て、消費者のインターネットへの接触時間は増加し、また、接触シーンも多様化しており、企業のデジタルマーケテ

ィングに対する需要がさらに拡大をしております。 

 そのような事業環境の中、当社グループとしては、インターネットを活用したデジタルマーケティングに積極的な

企業をターゲットに、ウェブサイト・モバイルサイト・スマートフォンサイトの構築・運用を軸に、集客（インター

ネット広告・SEO等）や分析（ウェブサイト分析・効果検証等）など、顧客のデジタルマーケティングを支援する

様々なソリューションを提供し、顧客関係を深化させ、事業の拡大に努めてまいりました。 

 セグメントにつきましては、従来３事業セグメント（デジタルマーケティング事業、ネットサービス事業、エンタ

テインメント事業）での経営を行っておりましたが、市場環境や顧客動向を見据え、「コア事業への経営資源の集

中」として、デジタルマーケティング事業へ注力するため、前連結会計年度末にモバイルアフィリエイト広告事業を

譲渡し、第１四半期連結会計期間にエンタテインメント事業の非連結化を行いました。 

 このような事業再編に伴い、今期より、従来のデジタルマーケティング事業、ネットサービス事業を、経営効率を

図るためデジタルマーケティング事業として集約しております。あわせて組織構造についても見直しを行い、当社グ

ループでは単一事業セグメントでの経営を行っております。 

 その結果、当連結会計年度において、連結売上高は前年同期比84.7%の14,146百万円、連結営業利益は59百万円

（前期は５百万円の損失）、連結経常利益は69百万円（前期は13百万円）、連結当期純利益は189百万円（前期は63

百万円の損失）となりました。 

 前年同期より売上高が減少した要因は、エンタテインメント事業の非連結化及びモバイルアフィリエイト広告事業

の譲渡等の事業再編によるものです。一方、既存顧客の深堀りや、新規案件において大型かつ継続性のある案件の獲

得に注力した結果、年間取引額が１億円を超える顧客数が増加し、継続事業ベースでは増収となり、営業利益におい

ても前年同期より増益となりました。当連結会計年度における特別損益としては、子会社の保有する投資有価証券の

売却による投資有価証券売却益873百万円等により、特別利益が925百万円となりました。一方、のれん等の減損損失

365百万円及び出資金評価損76百万円等により、特別損失は536百万円となり、連結当期純利益は、189百万円となり

ました。 

  

②次期の見通し 

  平成25年3月期のインターネット業界は、スマートフォンの急速な普及やソーシャルメディアの浸透に伴い、企業

のデジタルマーケティングへの投資ニーズはますます増加するであろうと予測しております。当社グループとして

は、創業事業であるウェブ及びモバイルインテグレーション事業における豊富な知見・技術・実績を強みに、自社サ

イト等に代表される顧客企業が保有するメディアや、近年利用者が増加しているソーシャルメディアを活用した「オ

ウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティング」、ウェブサイト上の膨大なマーケティングデータを分析・

適化を行う「データドリブンマーケティング」、そしてこれらの２分野を支える「クリエイティブ・先端技術領域へ

の研究開発」をすすめ、顧客のデジタルマーケティングを支援する様々なソリューションを提供し、顧客関係を深化

させ、顧客のデジタルマーケティング活動におけるROI（投資効果）の 適化を実現してまいります。 

  そのような事業環境のもと、次期（平成25年３月期）の連結業績見通しは、連結売上高13,000百万円、連結営業利

益150百万円、連結経常利益150百万円、連結当期純利益120百万円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  

 当連結会計年度末における総資産は9,647百万円となり、前連結会計年度末比162百万円の減少となりました。これ

は主にプロジェクト管理システムを新たに導入したこと、新規事業開発においてソフトウエア開発を行ったことによ

りソフトウェア資産が173百万円増加した一方、エンタテインメント事業の非連結化により、たな卸資産が244百万円

減少したこと等によるものです。 

 負債は2,621百万円となり、前連結会計年度末比48百万円の減少となりました。これは主に、一部不採算案件にお

ける受注損失引当金が82百万円増加し、また、連結子会社の長期借入金が56百万円増加した一方、連結子会社の借入

金の返済により短期借入金が186百万円減少したためです。 

 純資産は7,026百万円となり、前連結会計年度末比113百万円の減少となりました。これは主に、当期純利益189百

１．経営成績
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万円を計上した一方、少数株主持分が前連結会計年度末比258百万円減少し、また新株予約権が33百万円減少したた

めです。 

  

②キャッシュ・フローの分析 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,923百万円（前年同期は3,093百万

円）となりました。これは投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおいて資

金を使用した結果であります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は447百万円（前年同期は125百万円の資金獲得）となりま

した。 

  主な増加要因は、税金等調整前当期純利益459百万円、減損損失365百万円、未収入金の減少額266百万円、減価

償却費217百万円、賞与引当金の増加額171百万円、仕入債務の増加額87百万円及び受注損失引当金の増加額82百万

円等によるものであり、一方主な減少要因は、投資有価証券売却益873百万円、売上債権の増加額294百万円及び法

人税等の支払額165百万円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） 

  当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は456百万円（前年同期は459百万円の資金使用）となりま

した。 

  主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入939百万円及び貸付金の回収による収入163百万円等によるもの

であり、一方主な減少要因は、関係会社株式の取得による支出696百万円、投資有価証券の取得による支出311百万

円、有形・無形固定資産の取得による支出326百万円及び有価証券の増加額200百万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） 

  当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は161百万円（前年同期は270百万円の資金使用）となりま

した。 

  これは主に短期借入金の減少額200百万円等によるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移    

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い  

１.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４.平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

  

(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、企業財務体質の強化及び積極的な事業展開に備え内部留保の充実を図るため、過年度において利益配分を

行っておりませんでしたが、当期につきましては、一株当たり450円を予定しております。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  67.4 69.9 65.3  69.4 72.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
45.0 27.0 42.5  43.2 32.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
― 151.1 78.4  267.4 44.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
― 108.3 151.9  26.7 122.3
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 なお、次期につきましては現時点では未定でありますが、今後の業績動向等を勘案して決定してまいります。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財務状況及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。また、これらリスクは、当社グループの事業上のリスクをすべて網羅したものではありません。 

  

①業界動向と経済状況について 

 当社グループの手がけるデジタルマーケティング事業においては、ウェブサイト及びモバイルサイト、スマート

フォン等の多機能端末サイトにおける新規開発・リニューアル数等の増加が当社グループの成長の条件となります

が、一方で、常に新技術の出現、インターネット、モバイル環境の変化に影響を受ける事業分野であります。その

ため、新しい技術、新しいサービスの急速な出現は、当社グループが提供する技術、サービスの陳腐化、市場の縮

小、価格の低下等を招く可能性があります。 

 また、顧客の広告宣伝費やインターネットへの投資額は、景気動向に影響を受ける可能性があります。 

  

②人材の育成・確保について 

 当社グループが展開する事業は、個々の人材の能力に依存する要素が大きいため、当社グループは優秀な人材の

継続した確保及び人材育成を重要な経営課題と位置づけております。 

 しかしながら、業容拡大に必要十分な優秀な人材の採用及び育成ができない場合、あるいは現在在籍する優秀な

人材が社外に大量に流出した場合は、当社グループの競争力の低下や、事業拡大の制約となるリスクがあります。

  

③投資に関するリスクについて 

 当社グループは、既存の事業セグメントを拡大強化すること、または新たな事業分野の立ち上げのために企業買

収等を行っております。これら企業買収等につきましては、社内、社外の事業、財務、法律等専門家によりそれぞ

れの案件ごとに必要な検討を行っております。 

 しかしながら、景気や事業環境等の変化により、投資決定後に投資先の業績が当初計画と乖離するリスクがあ

り、予定していた投資回収、業績への貢献が困難となる可能性や、保有する株式・のれんの評価損が生じることが

あります。なお、保有株式・のれんについては評価ガイドラインを策定し、運用しております。 

 また、投資先企業のうち株式上場企業については、株価の変動により、評価損を計上する場合があります。 

  

④内部者取引による信用毀損について 

 当社グループは、内部者取引の未然防止を図るために、役職員がその職務に関して取得した内部情報の管理、役

職員の株式の売買その他の取引及び服務に際し、遵守すべき事項を規程として定め、厳格に運用しております。 

 しかしながら、各自の認識・行動までを完全に掌握することは困難であり、結果的に規程が遵守されなかった場

合に、当社グループの信用失墜、株価へ悪影響を与えるリスクがあります。 

  

⑤訴訟等に関するリスクについて 

 当社グループは、顧客からウェブサイトやモバイルサイトの制作を受託する場合、契約内容に従い定められた期

日までにサービスを完了し納品いたします。 

 しかしながら、開発や制作の遅れによる納期の遅延や、納品後の瑕疵が生じた場合には、費用が増加したり、当

社グループの責めに帰する場合には違約金等損害賠償が発生する可能性があります。 

  

⑥情報セキュリティ及び個人情報等の漏えいについて 

 当社グループでは、業務上、個人情報その他機密情報を顧客より受領する場合があります。当社及び連結子会社

の株式会社IMJモバイルにおきましては、既に一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取

得しており、情報管理の重要性を周知徹底するべく役職員に対し研修等を行い、情報管理の強化を図っておりま

す。 

 また、情報セキュリティについては外部からの不正アクセス、コンピュータウィルスの進入防止について、社内

の情報システム部門を中心にシステム的な対策を講じております。 

 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、漏えい、改ざんまたは、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言えず、何らかの要因からこれらの問題が発生した場合には、顧客から

損害賠償を受け、信用失墜等、当社グループの経営成績に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦知的財産権に関するリスクについて 
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 当社グループが制作するデジタルコンテンツについては、オリジナリティをもって制作しておりますが、第三者

の商標権、著作権等の知的財産権に抵触しているか否かを完全に調査することは極めて困難であります。そして、

知的財産権の侵害とされた場合には、損害賠償又は当該知的財産権の使用に対する対価の支払い等が発生する可能

性があります。この結果、加入している保険が適用されない、または損失を担保しきれない場合に当社グループの

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧システムトラブルに伴うリスクについて 

 当社グループが運営を受託する、EC（エレクトロニック・コマース＝電子商取引）サイト上での企業と消費者と

の取引においては、違法行為又はトラブルが発生する可能性があります。この場合、問題行為を行なった当事者だ

けでなく、当該サイトの構築、運用に携わる当社グループにも損害賠償請求を含めた責任追及がなされ、または問

題解決を迫られる可能性があります。 

 また、当社グループは業務上コンピューターシステムを使用しており、当該コンピューターシステムにトラブル

が発生した場合には、業務遂行に障害が生じ、制作品の納期遅延等により当社グループの事業に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。 

 当社グループでは上記トラブルにより、顧客より損害賠償請求がなされた場合に備え、損害賠償責任保険に加入

し、業績に悪影響を及ぼす可能性を回避しておりますが、当社グループへの損害賠償額がかかる損害賠償責任保険

金額を上回る場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨技術革新への対応について 

 当社グループは、競争力の増強・確保のためにインターネット及び広告手法の 先端技術の研究・導入に注力す

る必要があり、常に海外を含めた情報収集を行っております。 

 しかしながら、これらの新技術への対応が遅れる可能性もあり、その場合には当社グループの競争力が低下する

ことが予想されます。 

  

⑩外部パートナーとの連携について 

 当社グループは、当社グループの人材の確保及び育成を重要な経営課題として注力していますが、一方でプロジ

ェクトを成功させるためには、プロジェクトの各局面に応じてタイムリーに適切な外部パートナーを確保すること

が必要です。そこで、外部パートナーとは関係強化を図る一方、品質水準確保のため外部パートナーに対する当社

レギュレーションの遵守の徹底を継続的に行っています。 

 しかしながら、外部パートナーによっては、顧客に満足して頂く品質水準に達しない場合も考えられ、その場

合、契約時点では予見不能な追加コストが発生する可能性があります。 

  

⑪プロジェクトマネジメントについて 

 当社グループは、プロジェクト案件の採算性などに十分に留意しつつ、受注活動を行っております。 

 しかしながら、デジタルマーケティング事業において、完全なプロジェクトマネジメント手法が確立しているわ

けではなく、受注後の仕様変更への対応、前述のシステムトラブルや、外部パートナーとの連携不足等のプロジェ

クトマネジメントの失敗によりプロジェクト採算性が悪化するリスクが存在します。 

  

⑫プロジェクトの大規模化について 

 当社グループのデジタルマーケティング事業では、顧客の業容が拡大傾向にあることに加えて、顧客のインター

ネットマーケティング投資が拡大する傾向にあるため、プロジェクトが大規模化しています。このような大規模プ

ロジェクトを成功に導き顧客の満足を獲得するためには、高度なプロジェクトマネジメントスキルが必要になりま

す。 

 これら大規模プロジェクトに対しては、経験豊富なプロデューサーを配置し、逐一進捗確認を実施しております

が、プロジェクトの大規模化に伴うリスクが増加することは避けられないことから、顧客に満足して頂ける品質水

準に達するまでに、契約時点では予見不能な追加コストが発生する可能性があります。また、仕様変更を含む種々

の要因により納期の延期が発生し、期間の売上及び利益に影響を与える可能性があります。 

 また、大規模プロジェクト終了時には当社人員配置の再編成が集中して発生することから、タイムリーな人員配

置変更ができない可能性もあり、その結果、期間の売上及び利益に影響を与える可能性もあります。 

  

⑬特定顧客の売上高依存比率の上昇 

 当社グループの事業戦略として、顧客への総合的なサービスを提供することで、１顧客当たりの顧客単価を高め

る戦略を推進しております。 

 しかしながら、一方で、この戦略の結果、当該顧客の業績の影響による発注単価の低下、取引の停止などによ
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り、売上高や利益額が低下するリスクがあります。 

  

⑭業績見通しについて 

 インターネット業界は、急速な進化・拡大を続けながらもまだ歴史は浅く、当社グループ全体の業績に影響を与

えると考えられる今後の日本におけるインターネット人口の推移、インターネット広告の市場規模、新しいビジネ

スモデル等には、不透明な部分が多いのが現状です。そのため、業績見通しの策定にあたり、過年度の経営成績に

依拠することはできない面があり、実際の業績が公表した業績見通しとは異なる可能性があります。 

 なお、その場合には、速やかに業績見通しの修正を公表することとしております。 

  

⑮法的規制について 

 日本国内においてはインターネット上の情報流通やEC事業、個人情報保護の観点から、ダイレクトメール事業等

の個人情報の取り扱いについて議論がされています。その中で、携帯の規制フィルタリング（閲覧制限）への対応

が開始されておりますが、当社グループ事業に関連して、ビジネス継続に著しく重要な影響を及ぼす法的規制は現

在のところありません。 

 しかしながら今後において、インターネット上で情報の流通や、EC事業者に対して、新たな法整備・既存の規制

の強化等が行われることにより、当社グループ及び顧客への制約または業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑯自然災害について 

 大規模な地震等の自然災害や事故など、当社グループによる予測が不可能かつ突発的事由によって、事業所等が

壊滅的な損害を被る可能性があります。このような自然災害に備え、免震性の高いビルへのオフィス移転、従業員

安否確認手段の整備、オフィスでの備蓄食料・生活物資の確保、無停電電源装置（UPS）の確保等に努めておりま

すが、平成23年３月に発生いたしました東日本大震災のような想定を超える自然災害が発生する場合は、当社グル

ープの事業活動が制限され、業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループが直接被災しない場合であって

も、協力企業その他の被災により、間接的に損害を被る場合もあります。 

 また、災害等の発生によって、電力等の使用制限による社会インフラ能力の低下、個人消費意欲の低下といった

副次的な影響により、企業の広告宣伝費及び販売促進費の抑制につながる可能性があり、そのような場合は、当社

グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑰海外での事業展開に伴うリスクについて 

 当社グループの重要な経営戦略の一つとして、海外への事業展開を進めております。海外展開に当たっては、当

該地域の法令、規制、政治・経済・社会情勢、為替相場などを調査し、潜在的なリスクを把握した上で、慎重に経

営判断を行っておりますが、必ずしも必要十分な情報が収集できない、あるいは、収集した情報と実際が異なる可

能性があります。 

 そのような場合は、潜在的なリスクが顕在化することにより、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける

可能性があります。 

  

⑱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向上を目的として、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ならびに、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約

権を当社グループの役員、従業員ならびに一部の取引先に付与しております。平成24年３月31日現在、新株予約権

の株数は18,022株であり、当社発行済株式数の183,140株に対する潜在株式比率は9.84%に相当しております。これ

らの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。 

  

⑲繰越欠損金について 

 当社は、税務上の繰越欠損金が生じていることから、法人税等の税負担が軽減されております。平成24年３月末

時点の当該繰越欠損金は655百万円でありますが、将来において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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  当社グループは、市場環境や顧客動向を見据え、「コア事業への経営資源の集中」として、デジタルマーケティング

事業へ注力するため、前連結会計年度末にモバイルアフィリエイト広告事業の譲渡、第１四半期連結会計期間にエンタ

テインメント事業の非連結化を行いました。そのため、従来、デジタルマーケティング事業、ネットサービス事業、エ

ンタテインメント事業の３事業セグメントで経営を行ってまいりましたが、事業再編による組織構造の変更に伴い、第

１四半期連結会計期間より、グループ全ての事業をデジタルマーケティング領域として、従来のネットサービス事業を

デジタルマーケティング事業へ統合し、経営を行っております。 

  

 多岐にわたる顧客ニーズをあますことなく実現するため、当社グループのノウハウを結集することで、①戦略立案か

ら調査分析、サイト構築、運用までを一括して顧客にサービスを提供する「トータルソリューション」、②PC、携帯電

話、TVなど様々な機器への対応を可能にする「マルチデバイス対応」、③ひとつのコンテンツを何回もいろいろな形で

使用することのできる「ワンソースマルチユース」を実現し、「インタラクティブ・エージェンシー」としての価値向

上を図ります。 

  

デジタルマーケティング事業 

 デジタルマーケティング事業は当社及びグループ会社８社より構成されております。 

 ウェブ・モバルサイトの構築・運用を軸に、集客や 適化（サイト解析等）など、顧客のデジタルマーケティング

ROIを 適化するソリューションをワンストップで提供することを主な事業としております。 

  

▼ 株式会社IMJモバイル 

  携帯電話向け大手コンテンツプロバイダの開発受託業務及び、企業向けのモバイルソリューション及び携帯公式サ

イトの企画・開発・制作による共同事業の収益分配モデルを中心に、ユーザビリティ、サイト制作から運用までを手

掛ける。 

 ▼ 株式会社ボトルキューブ 

 モバイル/パッケージゲーム等のエンタテインメントコンテンツの企画・開発 

▼ 株式会社エム・フィールド 

  モバイル全般における法人向けソリューションに関するSE業務、コンサルティング・営業業務の業務委託 

▼ 株式会社シンクエージェント 

２．企業集団の状況
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  インターネット、モバイルメディア、ITビジネスに関するコンサルティング 

▼ 株式会社IMJBB 

 ブロードバンド事業領域に特化した高い専門性を保持し、IPTV、キオスク端末、デジタルサイネージ、スマートフ

ォン等のPC、モバイル以外のウェブインテグレーション領域におけるサービスの提供 

▼ 株式会社コードスタート 

  スマートフォンにおけるアプリケーションの開発及び提供 

▼ 厦門掌通信息科技有限公司 

  主に中国市場向けのウェブサイト・モバイルサイトの受託開発。スマートフォン用アプリゲームの受託開発  

▼ 株式会社IMJインベストメントパートナーズ 

  デジタルマーケティング関連分野の国内外のスタートアップ企業に対しての投資・プロダクト開発支援及び経営支

援  
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、インターネット領域に軸足をおき、ウェブ及びモバイルインテグレーション事業における豊富

な知見・技術・実績を強みに、顧客のデジタルマーケティングを顧客と共に考え、実現していきます。 

 自社サイト等に代表される顧客企業が保有するメディアや、近年利用者が増加しているソーシャルメディアを活

用した「オウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティング」、ウェブサイト上の膨大なマーケティングデー

タを分析・ 適化を行う「データドリブンマーケティング」、そしてこれらの２分野を支える「クリエイティブ・

先端技術領域での研究開発」に注力をしてまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、インターネット領域の中でも特に今後高い成長が見込まれるオウンドメディア市場、ソーシャ

ル市場、ビッグデータ市場に軸足を置いているため売上高成長率を重要な経営指標とし、また、収益性改善を経営

課題として掲げているため営業利益率を重要な経営指標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 まず、「オウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティング」では、ターゲットセグメンテーション戦略を

採ります。法人向けのセグメントは取引先の売上規模で実施します。大企業クライアント向けには接点の多角化を

図り、当社のみが有するデジタルマーケティング分野の 新テクノロジー、クリエイティブ、マーケティング情

報、ノウハウを当該顧客のオウンドメディアへタイムリーに適用し、成功事例を蓄積します。一方でボリュームゾ

ーンである中企業クライアントへは、成功事例を汎用化しフレームワークやパッケージソリューションとして提供

をします。一般消費者向けにはソーシャル自主事業を積極的に展開します。特にこれから成長が見込まれるスマー

トフォン向けのゲームに注力します。いずれも非常にニーズが見込まれる分野でありスピーディに展開します。 

 次に、「データドリブンマーケティング」では顧客への提供価値をツールやサービスではなく、顧客自身の「成

果」そのものとする高付加価値戦略を採ります。具体的には、テクノロジー・サービスとそれを活用したコンサル

ティング・サービスの２軸で提供し成功へ導くモデルでの事業展開を行います。売上の源泉を労働力やソフトウエ

ア納品物ではなく顧客の成果と定義することで収益効率を高め、またサービス内容をポートフォリオ化することで

収益安定性を高めます。                            

 後に「クリエイティブ・先端技術領域での研究開発」では、クリエイティブ、テクノロジーそのものに加え、

プランニングやユーザーエクスペリエンス分野で積極的に人材と技術の開発を進めます。ここでの成果を新たなオ

ウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティングならびにデータドリブンマーケティングに活用していくこと

でクライアントの高いニーズに応えていきます。 

  

  

(4）会社の対処すべき課題 

①市場変化への対応 

 インターネット関連市場においては、技術革新が激しいため、常に 新の技術動向、それに伴うマーケティング

手法の進化を競合及び顧客に先んじて研究・導入し、自らも開発していくことが、顧客のデジタルマーケティング

を成功に導く大きな鍵になると考えております。 

 当社では、選択と集中を図った上で本格的な研究開発を積極的に進める予定です。 

②優秀な人材の確保・育成 

 顧客のデジタルマーケティングをともに考えるにあたり、データの解析、ユーザー動向の分析を実施し、施策に

ついて提案を行っていくための高い技能、経験を有する人材、また、高いクオリティのクリエイティブを適正な価

格とスケジュールで実現していける人材を確保し育成していくことが重要であると考えております。 

③情報セキュリティへの対応 

 当社グループは、顧客の新商品など未発表情報や、企業戦略に関する重要情報を入手するため、それらの情報管

理、外部アクセスの制限等のセキュリティ体制の強化が必要であると認識しております。具体的には、情報セキュ

リティ委員会を社内に組成し、セキュリティポリシー、手順等を整備し、定期的に社内教育活動などを行っており

ます。そのセキュリティレベルの担保の一つとして、当社及び連結子会社の株式会社IMJモバイルにて一般財団法

人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得しております。 

④プロジェクトマネジメントの強化 

 クリエイティブ分野においては、顧客が満足する品質水準を保ちつつ、当社に一定の収益をもたらしていくこと

が重要です。特に顧客ニーズが多様化、複雑化、大規模化する中でプロジェクトを当初スケジュール、予算どおり

に遂行するマネジメント力がその鍵となります。そのため人材の採用、育成を積極的に進めるほか、昨年導入した

新しい管理システムの活用を促進してまいります。 

３．経営方針
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⑤外部パートナーとの連携強化 

 プロジェクトの大型化に伴い、外部パートナーを柔軟に活用していくことが必要となっております。しかしなが

ら、当社グループの品質水準を保持しつつ大規模プロジェクトで協業できるパートナーは限られるため、パートナ

ーの選定、関係強化、当社レギュレーションの遵守の徹底を継続的に行っております。 

⑥内部統制のさらなる強化 

 当期におきまして、過年度決算の訂正がありました。当社におきましては、各事業の取引態様に即した内部統制

を構築していますが、今後同様の訂正を行うことのないよう、更なる強化を促進してまいります。 

⑦海外における事業展開の強化 

 当社は現在、国内市場向けの売上比率がほぼ100％となっています。しかしながら国内市場は中長期的には成長

が望みにくい傾向にあると認識をしており、一方でアジアの新興国を中心として海外市場は今後拡大傾向にあるた

め、その売上比率を高めていくことで継続的に成長を押し進めていく必要があると考えております。 

  

(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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,393,703 3,223,330

受取手形及び売掛金 3,540,309 3,609,864

有価証券 400,000 599,880

営業投資有価証券 － 20,010

商品及び製品 250,851 2,820

仕掛品 ※1  306,195 ※1  309,235

貯蔵品 806 942

繰延税金資産 15,536 19,390

その他 433,171 210,846

貸倒引当金 △60,673 △64,932

流動資産合計 8,279,900 7,931,387

固定資産   

有形固定資産   

建物 286,260 293,991

減価償却累計額 △66,940 △107,020

建物（純額） 219,319 186,970

工具、器具及び備品 380,419 384,900

減価償却累計額 △184,260 △233,612

工具、器具及び備品（純額） 196,158 151,287

リース資産 30,188 17,774

減価償却累計額 △13,102 △9,694

リース資産（純額） 17,085 8,079

有形固定資産合計 432,564 346,338

無形固定資産   

のれん 88,423 75,713

リース資産 27,389 2,224

その他 141,658 299,682

無形固定資産合計 257,472 377,621

投資その他の資産   

投資有価証券 142,357 368,695

関係会社株式 57,147 －

繰延税金資産 3,168 1,265

敷金及び保証金 430,751 421,838

その他 233,693 234,150

貸倒引当金 △27,527 △35,934

投資その他の資産合計 839,592 990,015

固定資産合計 1,529,628 1,713,975

繰延資産   

創立費 423 2,529

繰延資産合計 423 2,529

資産合計 9,809,952 9,647,892
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,218,049 1,134,919

短期借入金 200,000 13,927

1年内返済予定の長期借入金 16,392 33,005

リース債務 25,703 7,741

未払法人税等 135,184 124,600

賞与引当金 260,069 427,860

受注損失引当金 ※1  120,204 ※1  202,221

その他 590,164 529,670

流動負債合計 2,565,767 2,473,946

固定負債   

長期借入金 72,342 129,288

リース債務 22,308 13,200

その他 9,481 5,086

固定負債合計 104,132 147,574

負債合計 2,669,899 2,621,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,310,460 4,310,460

資本剰余金 2,770,489 2,364,621

利益剰余金 △107,193 491,970

自己株式 △174,540 △174,540

株主資本合計 6,799,215 6,992,511

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,147 △8,399

為替換算調整勘定 － △247

その他の包括利益累計額合計 6,147 △8,646

新株予約権 59,378 25,680

少数株主持分 275,311 16,825

純資産合計 7,140,052 7,026,370

負債純資産合計 9,809,952 9,647,892
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 16,707,710 14,146,216

売上原価 ※1  14,157,856 ※1  11,853,375

売上総利益 2,549,854 2,292,840

販売費及び一般管理費 ※2  2,555,607 ※2  2,233,748

営業利益 △5,752 59,092

営業外収益   

受取利息 5,178 10,240

受取配当金 13,567 868

助成金収入 2,487 4,070

経営指導料 － 6,280

受取賃貸料 － 5,387

持分法による投資利益 5,477 －

その他 2,144 1,386

営業外収益合計 28,855 28,233

営業外費用   

支払利息 4,710 3,659

持分法による投資損失 － 1,360

為替差損 1,973 －

株式交付費 125 －

創立費償却 140 219

経営管理費 － 5,966

賃貸費用 － 5,135

その他 2,380 1,454

営業外費用合計 9,330 17,795

経常利益 13,772 69,530

特別利益   

投資有価証券売却益 7,744 873,872

事業譲渡益 ※3  176,988 －

その他 ※4  27,609 ※4  52,118

特別利益合計 212,343 925,991

特別損失   

固定資産除却損 ※5  8,238 ※5  1,385

固定資産売却損 － ※6  7,017

減損損失 ※7  80,929 ※7  365,910

投資有価証券売却損 8,125 －

投資有価証券評価損 11,085 37,122

出資金評価損 － 76,766

関係会社整理損 2,510 －

その他 ※8  22,965 ※8  47,932

特別損失合計 133,854 536,135
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 92,261 459,386

法人税、住民税及び事業税 138,017 157,361

法人税等調整額 56,766 △1,951

法人税等合計 194,783 155,410

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△102,522 303,975

少数株主利益又は少数株主損失（△） △38,839 114,039

当期純利益又は当期純損失（△） △63,683 189,936
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△102,522 303,975

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 975 △4,321

為替換算調整勘定 △1,678 △247

持分法適用会社に対する持分相当額 △425 －

その他の包括利益合計 △1,129 △4,568

包括利益 △103,651 299,407

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △64,807 175,142

少数株主に係る包括利益 △38,843 124,264
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,306,147 4,310,460

当期変動額   

新株の発行 4,312 －

当期変動額合計 4,312 －

当期末残高 4,310,460 4,310,460

資本剰余金   

当期首残高 2,766,176 2,770,489

当期変動額   

新株の発行 4,312 －

欠損填補 － △405,868

当期変動額合計 4,312 △405,868

当期末残高 2,770,489 2,364,621

利益剰余金   

当期首残高 △47,222 △107,193

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △63,683 189,936

連結範囲の変動 3,712 3,359

欠損填補 － 405,868

当期変動額合計 △59,970 599,164

当期末残高 △107,193 491,970

自己株式   

当期首残高 △174,540 △174,540

当期末残高 △174,540 △174,540

株主資本合計   

当期首残高 6,850,561 6,799,215

当期変動額   

新株の発行 8,625 －

当期純利益又は当期純損失（△） △63,683 189,936

連結範囲の変動 3,712 3,359

欠損填補 － －

当期変動額合計 △51,345 193,296

当期末残高 6,799,215 6,992,511
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 5,231 6,147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 915 △14,547

当期変動額合計 915 △14,547

当期末残高 6,147 △8,399

為替換算調整勘定   

当期首残高 1,614 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,614 △247

当期変動額合計 △1,614 △247

当期末残高 － △247

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 6,846 6,147

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △699 △14,794

当期変動額合計 △699 △14,794

当期末残高 6,147 △8,646

新株予約権   

当期首残高 44,749 59,378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,628 △33,697

当期変動額合計 14,628 △33,697

当期末残高 59,378 25,680

少数株主持分   

当期首残高 343,916 275,311

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,604 △258,486

当期変動額合計 △68,604 △258,486

当期末残高 275,311 16,825
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 7,246,073 7,140,052

当期変動額   

新株の発行 8,625 －

当期純利益又は当期純損失（△） △63,683 189,936

連結範囲の変動 3,712 3,359

欠損填補 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,675 △306,978

当期変動額合計 △106,020 △113,682

当期末残高 7,140,052 7,026,370
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 92,261 459,386

減価償却費 225,815 217,135

減損損失 80,929 365,910

のれん償却額 171,087 70,840

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35,399 20,648

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,545 171,438

受注損失引当金の増減額（△は減少） 115,236 82,017

受取利息及び受取配当金 △18,745 △11,109

支払利息 4,710 3,659

固定資産除却損 8,238 1,385

固定資産売却損益（△は益） － 7,017

事業譲渡損益（△は益） △176,988 －

事務所移転費用 － 6,391

投資有価証券評価損益（△は益） 11,085 37,122

投資有価証券売却損益（△は益） 380 △873,872

関係会社株式売却損益（△は益） △9,892 △6,949

出資金評価損 － 76,766

新株予約権戻入益 － △40,412

売上債権の増減額（△は増加） △225,310 △294,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 396,139 △137,139

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △20,010

未収入金の増減額（△は増加） △76,523 266,114

仕入債務の増減額（△は減少） 91,679 87,082

未払費用の増減額（△は減少） △779 75,181

預り金の増減額（△は減少） △132,765 41,503

前受金の増減額（△は減少） △550,761 △3,592

その他 174,940 4,215

小計 130,789 606,008

利息及び配当金の受取額 23,309 10,330

利息の支払額 △4,209 △3,201

法人税等の支払額 △23,968 △165,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,921 447,412
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 302,939 －

有価証券の純増減額（△は増加） △400,000 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △63,410 △55,553

有形固定資産の売却による収入 － 890

無形固定資産の取得による支出 △86,498 △270,564

無形固定資産の売却による収入 2,305 746

投資有価証券の取得による支出 △14,065 △311,110

投資有価証券の売却による収入 58,508 939,490

関係会社株式の取得による支出 － △696,782

関係会社株式の売却による収入 － 57,147

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  △40,640

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※3  △13,022 ※3  △34,150

敷金及び保証金の差入による支出 △9,632 △4,728

敷金及び保証金の回収による収入 147,103 9,062

保険積立金の積立による支出 △649 △10,649

貸付金の回収による収入 13,451 163,450

長期前払費用の取得による支出 △11,402 △938

その他 △85,380 △2,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △459,754 △456,965

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △255,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △47,324 △16,441

長期借入れによる収入 80,000 90,000

リース債務の返済による支出 △28,660 △19,280

株式の発行による収入 8,499 －

連結子会社の自己株式の取得による支出 △27,885 －

その他 － △15,446

財務活動によるキャッシュ・フロー △270,370 △161,168

現金及び現金同等物に係る換算差額 △175 348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △604,378 △170,372

現金及び現金同等物の期首残高 3,698,081 3,093,703

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,093,703 ※1  2,923,330

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成24年３月期 決算短信

－ 20 －



  該当事項はありません。  

  

  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    ８社 

全ての子会社を連結しております。 

主要な連結子会社の名称 

株式会社IMJモバイル 

他 ７社 

 株式会社コードスタートについては株式取得により、厦門掌通信息科技有限公司については出資持分の

取得により、株式会社IMJインベストメントパートナーズについては、新規設立により当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

 株式会社イグジスト・インタラクティブ及び株式会社ユナイティアについては、当社を存続会社とする

吸収合併により、株式会社IMJエンタテインメント(現・C&Iエンタテインメント株式会社）、株式会社IMJ

フィルムパートナーズ(現・C&Iフィルムパートナーズ株式会社）、有限会社SWANフィルムパートナーズ、

株式会社スモーク、株式会社ボールドクリエイティブ、株式会社フォー・クオリアについては、株式譲渡

により当連結会計年度において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はございません。 

 株式会社博報堂ネットプリズムについては、株式譲渡により当連結会計年度において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 

 連結子会社のうち、厦門掌通信息科技有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

  

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  決算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により処理し、売 

         却原価は移動平均法により算定）によっております。 

時価のないもの  移動平均法による原価法によっております。  

② 運用目的の金銭の信託 

時価法  

③ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。  

商品及び製品  先入先出法 

仕掛品     個別法 

貯蔵品     終仕入原価法 

  

（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） 

主として定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物         ５年～15年 

工具、器具及び備品  ３年～20年  

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。  

(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
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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（２～５年以内）にわたり償却して

おります。  

③ リース資産 

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、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。 

  

（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。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 受注損失引当金 

受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見

積もることができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。 

  

（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 

① 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） 

② その他の工事 

工事完成基準 

  

（5）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  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

 なお、在外子会社の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて

おります。 

  

（6）重要な繰延資産の処理方法 

① 創立費 

５年間で均等償却しております。 

② 株式交付費 

支出時に全額費用として計上しております。 

  

（7）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、５年間の定額法により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カ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。 

  

（9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

② 有限責任事業組合等への出資を行うに際して、有限責任事業組合財産の持分相当額を「出資金」として計  

上しております。  
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（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「助成金収入」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた 千円は、

「助成金収入」 千円、「その他」 千円に組替えております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入

金の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしまし

た。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額」、「持分法による投資損益（△は益）」、「立替金の増減額（△は増加）」

は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示することといたしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示していた 千円は、「未収入金の増減額（△は増加）」 千円として組替

え、また、「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」 千円、「持分法による投資損益（△は益）」

千円、「立替金の増減額（△は増加）」 千円は、「その他」として組替えております。 

  

 前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「保険積

立金の積立による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしまし

た。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金の払

込による支出」及び「貸付けによる支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その

他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務

諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「その他」に表示していた 千円は、「保険積立金の積立による支出」 千円として組替え、ま

た、「出資金の払込による支出」 千円、「貸付けによる支出」 千円は、「その他」として組替えて

おります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（連結納税制度の適用）  

 当連結会計年度中に当社を連結親法人とした連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度

が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の

取り扱い（その１）」（企業会計基準委員会 平成14年10月９日 終改正平成23年３月18日 実務対応報告第５

号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取り扱い（その２）」（企業会計基準委員会

平成15年２月６日 改正平成22年６月30日 実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計

処理を行っております。  

(7）表示方法の変更

4,632

2,487 2,144

△76,523 △76,523

3,856

△5,477 33,924

△649 △649

△84,360 △800

(8）追加情報
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(9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

※１ 損失が見込まれる受注制作のソフトウエアに係る仕

掛品と受注損失引当金は、相殺せず両建てで表示して

おります。 

 損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウエアに

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。 116,041

※１ 損失が見込まれる受注制作のソフトウエアに係る仕

掛品と受注損失引当金は、相殺せず両建てで表示して

おります。 

 損失の発生が見込まれる受注制作のソフトウエアに

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。 176,597

    

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※１ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

千円 120,204

※１ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

千円 136,776

※２ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

役員報酬 千円376,925

給与手当  739,219

賞与引当金繰入額  51,126

役員報酬 千円240,212

給与手当  775,285

賞与引当金繰入額  81,676

※３  事業譲渡益は、当社の連結子会社である株式会社

IMJモバイルのモバイルアフィリエイト広告事業の譲

渡によるものであります。 

― 

※４ 特別利益「その他」の内容は、貸倒引当金戻入額

千円、関係会社株式売却益 千円、新株予

約権戻入益 千円であります。 

17,331 9,892

385

※４ 特別利益「その他」の内容は、新株予約権戻入益

千円、関係会社株式売却益 千円でありま

す。 

40,412 11,706

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円707

ソフトウエア  7,531

計  8,238

工具、器具及び備品 千円865

ソフトウエア  520

計  1,385

― ※６ 固定資産売却損の内訳は、工具、器具及び備品

千円であります。 7,017
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前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

※７ 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ております。 

※７ 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ております。 

場所 用途 種類 減損損失
（千円） 

本社 
（東京都目黒区） 事業用資産 ソフトウェア 3,169

  
㈱IMJモバイル 

（東京都目黒区） 
  

デジタルマーケテ
ィング事業 のれん 56,541

事業用資産 工具、器具 
及び備品  346

事業用資産 ソフトウェア 9,225

㈱IMJエンタテイン
メント 

（東京都目黒区） 

エンタテインメン
ト事業 のれん 11,646

場所 用途 種類 減損損失
（千円） 

本社
（東京都目黒区）

業務管理システム ソフトウェア 875

業務管理システム リース資産 6,234

事業用資産
リース資産 
(賃貸借取引) 712

  
㈱IMJモバイル 

（東京都目黒区）

   

デジタルマーケテ
ィング事業 のれん 340,466

事業用資産
工具、器具 
及び備品 8,173

事業用資産 ソフトウェア 7,224

事業用資産 リース資産 2,224

 当社グループは、事業用資産については事業セグメ

ント及び各連結子会社を基礎とし、遊休資産等につい

ては個々の物件単位にグルーピングしております。 

 株式会社IMJモバイル及び株式会社IMJエンタテイン

メントに対する投資に係るのれんについては、将来キ

ャッシュ・フローの見積期間にわたり、全額の回収可

能性が認められないため、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として計上しており

ます。 

  なお、回収可能価額は使用価値により測定してお

り、使用価値はゼロと算定しております。 

  本社事業用資産及び株式会社IMJモバイルの事業用

資産の工具、器具及び備品については、事業の収益性

が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込まれないた

め減損損失として計上しております。 

  なお、回収可能価額は使用価値をゼロとして算定し

ております。 

  株式会社IMJモバイルの事業用資産のソフトウェア

については、事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価

額の回収が見込まれないため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、減損損失として計上しております。 

  なお、回収可能価額は使用価値をゼロとして算定し

ております。    

 当社グループは、事業用資産については事業所及び

各連結子会社を基礎とし、遊休資産等については個々

の物件単位にグルーピングしております。 

 株式会社IMJモバイルに対する投資に係るのれんに

ついては、将来キャッシュ・フローの見積期間にわた

り、全額の回収可能性が認められないため、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と

して計上しております。 

  なお、回収可能価額は使用価値により測定してお

り、使用価値はゼロと算定しております。 

 本社業務管理システム及び事業用資産については、

使用頻度が著しく低下する見込みであるため、帳簿価

額を減損損失として計上しております。 

 なお、回収可能価額は使用価値をゼロとして算定し

ております。 

  株式会社IMJモバイルの事業用資産については、事

業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込

まれないため減損損失として計上しております。 

  なお、回収可能価額は使用価値をゼロとして算定し

ております。 

  

※８ 特別損失「その他」の内容は関係会社再編関連損失

千円、訴訟和解金 千円、資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額 千円、リース解約損

千円であります。 

12,047 4,604

3,856

2,456

※８ 特別損失「その他」の内容はリース解約損 千

円、貸倒引当金繰入 千円、事務所移転費用

千円、過年度決算訂正関連費用 千円、関係

会社株式売却損 千円であります。 

15,569

15,343

6,391 5,871

4,756
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の主な内訳は、以下のとおりであります。 

新株引受権の権利行使による増加  690株 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

 ４ 配当に関する事項 

         (1）配当金支払額 

             該当事項はありません。  

         (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）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  182,450  690  －  183,140

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  5,833  －  －  5,833

区分 内訳 
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

当連結会計
年度期首 

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  59,378

合計  －  －  －  －  59,378

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  183,140  －  －  183,140

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株）  5,833  －  －  5,833

区分 内訳 
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

当連結会計
年度期首 

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
－  －  －  －  －  25,680

合計  －  －  －  －  25,680

決議 株式の種類 配当の原資 
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24年５月23日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金  79,788  450.00 平成24年３月31日 平成24年６月７日
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（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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 

（平成23年３月31日現在）

※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24年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金 3,393,703  

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△300,000

  

現金及び現金同等物 3,093,703  

  （千円）

現金及び預金 3,223,330  

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△300,000

  

現金及び現金同等物 2,923,330  

― ※２ 株式の取得及び出資持分取得により、新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債の内訳 

  株式の取得及び出資持分取得により、㈱コードスタ

ート及び厦門掌通信息科技有限公司の２社を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価格と取得による支出との関係は、以下のと

おりであります。  

流動資産 千円11,286

固定資産  5,961

のれん  58,026

流動負債  △21,774

取得価格  53,500

現金及び現金同等物  12,859

差引：子会社株式取得による支出 千円△40,640

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

  株式の売却により、㈱マジックアワーが連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに同社株式の売却価額と売却による支出との関係

は、以下のとおりであります。   

  

流動資産 千円45,622

固定資産  22

のれん  1,576

流動負債  △55,874

固定負債  △1,612

少数株主持分  6,600

関係会社株式売却益  3,664

株式売却価額  0

現金及び現金同等物  13,022

差引：子会社株式売却による支出 千円△13,022

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳 

  株式の売却により、㈱IMJエンタテインメント(現・

C&Iエンタテインメント㈱)、㈱スモーク、㈱IMJフィ

ルムパートナーズ(現・C&Iフィルムパートナーズ

㈱）、㈲SWANフィルムパートナーズ、㈱ボールドクリ

エイティブ及び㈱フォー・クオリアが連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

に同社株式の売却価額と売却による支出との関係は、

以下のとおりであります。   

  

流動資産 千円912,738

固定資産  35,769

流動負債  △535,107

固定負債  △227,041

少数株主持分  △4,674

関係会社株式売却益  5,589

株式売却価額  187,273

現金及び現金同等物  221,424

差引：子会社株式売却による支出 千円△34,150
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Ⅰ 前連結会計年度（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、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

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、当連結会計年度より、従来、デバイス別・業態別に分けておりました事業セグメント

を、新たに事業モデル別に、「デジタルマーケティング事業」、「ネットサービス事業」及び「エンタテ

インメント事業」の３つを報告セグメントとしております。各セグメントの内容は以下の通りです。 

  

■デジタルマーケティング事業 

 ウェブ及びモバイルサイトの制作に関する全ての業務や、SEO事業・データアナリティクス、EC事業な

どのiマーケティング事業を中心に、顧客のデジタルマーケティングを成功に導くあらゆるソリューショ

ンをワンストップで提供  

  

■ネットサービス事業 

 モバイルアフィリエイト広告事業などのプラットフォームを軸とした事業や、スマートフォン向けアプ

リケーションなどの自社開発のサービスを提供 

  

■エンタテインメント事業 

 映画の企画・製作・配給・宣伝・販売及び、音楽・映像などのコンテンツ企画・制作・販売   

  

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、「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。 

 セグメント利益又は損失（△）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。  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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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22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

 （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属していない一般管理費であります。 

２．セグメント資産の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産 千円が含まれております。全社資産の主なもの

は、現金及び預金、本社家屋にかかる敷金保証金等（差入保証金）及び管理部門に係る資産で

あります。 

３．減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却であり

ます。 

４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資

産の増加額であります。 

５．減損損失の調整額は、セグメント間取引に係る固定資産の未実現損益の消去であります。  

  ６．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

 当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。  

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループは、従来セグメント情報における事業区分につきましては、３事業セグメント（デジタル

マーケティング事業、ネットサービス事業、エンタテインメント事業）に分けて行っておりましたが、市

場環境や顧客動向を見据え、「コア事業への経営資源の集中」として、デジタルマーケティング事業へ注

力するため、前連結会計年度末にネットサービス事業の中核であるモバイルアフィリエイト広告事業の譲

渡、第１四半期連結会計期間にエンタテインメント事業を運営する子会社株式の売却による非連結化を行

いました。 

 このような事業再編に伴い、従来のデジタルマーケティング事業、ネットサービス事業は、経営効率を

図るためデジタルマーケティング事業として集約し、あわせて組織構造についても見直しを行いました。

 結果、第１四半期連結会計期間より当社グループでは単一事業セグメントとしております。  

  
  

報告セグメント 

調整額 
（注）１，２，
３，４，５  

連結財務諸表
計上額 

（注）６  デジタルマーケ
ティング事業 

ネットサービス
事業  

エンタテインメ
ント事業 計

 売上高   

 外部顧客に対する売上高  13,450,553 1,469,306 1,787,850 16,707,710  － 16,707,710

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
 32,714 110,852 14,521 158,088 ( )158,088 －

計  13,483,268 1,580,158 1,802,371 16,865,798 ( )158,088 16,707,710

セグメント利益又は損失(△)  81,521 95,450 △90,682 86,290 ( )92,042 △5,752

セグメント資産  5,218,087 538,840 496,392 6,253,319  3,556,632 9,809,952

 その他の項目   

減価償却費  175,871 32,749 3,753 212,375  13,440 225,815

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 81,891 37,615 － 119,507  51,099 170,606

減損損失   62,815 7,411 11,646 81,873  △944 80,929

△92,042 151,166

△243,209

3,556,632 △329,497

3,886,130

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成24年３月期 決算短信

－ 29 －



Ⅰ 前連結会計年度（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 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高が90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。  

   

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先が無いため、記載はあ

りません。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高が90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。  

   

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先が無いため、記載はあ

りません。 

  

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

     

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。  

  

ｂ．関連情報

ｃ．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
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前連結会計年度（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23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（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23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

ｄ．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

  
デジタルマーケ

ティング事業 

ネットサービス

事業 

エンタテインメ

ント事業 
全社・消去 合計 

 当期償却額  149,144  15,126  6,816  －  171,087

 当期末残高  88,423  －  －  － 88,423

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ その他有価証券 

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）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ことから、上記の「その他の有価証券」には含めておりません。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について 千円（その他有価証券の株式 千円）減損処理を

行っております。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１ その他有価証券 

（注） 非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）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ことから、上記の「その他の有価証券」には含めておりません。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

３ 減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について 千円（その他有価証券の株式 千円）減損処理を

行っております。 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

取得原価 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
株式  56,629  30,584  26,044

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
株式  255  460  △205

合計  56,884  31,044  25,839

85,473

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

株式  56,744  7,744  8,125

合計  56,744  7,744  8,125

11,085 11,085

  種類 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

取得原価 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 

株式  43,661  30,320  13,340

その他  302,880  300,142  2,737

小計  346,541  330,462  16,078

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 

株式  420  460  △40

債券  99,880  100,000  △120

小計  100,300  100,460  △160

合計  446,841  430,922  15,918

41,744

区分 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

株式  939,490  873,872  －

合計  939,490  873,872  －

37,122 37,122
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（共通支配下の取引） 

＜連結子会社の吸収合併＞  

１．(1) 結合当事企業又は対象となった事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

合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

    ① 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

       結合当事企業の名称  当社の連結子会社である株式会社イグジスト・インタラクティブ 

       事業の内容          インターネットビジネスに関する調査・分析・戦略立案事業 

                           ウェブサイトの構築・運用事業 

② 企業結合日 

   平成23年５月１日 

③ 企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、株式会社イグジスト・インタラクティブ（当社の連結子会社）を消滅会社とする

吸収合併方式  

④ 結合後企業の名称 

   株式会社アイ・エム・ジェイ（当社） 

⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

 当社グループ各社の役割を再定義する中で、株式会社イグジスト・インタラクティブを吸収合併

し、同社の得意領域を当社内に取り込む一方で、ウェブサイトの構築及び運用事業などの当社と類似

する事業については、合併により効率化を図ることが、当社グループの競争力強化及びキャッシュ・

フローの改善につながると判断したため、当社に吸収合併することと致しました。 

  

(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。 

  

２．(1) 結合当事企業又は対象となった事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

合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

    ① 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

       結合当事企業の名称  当社の連結子会社であるユナイティア株式会社 

       事業の内容          ウェブサイトの企画・立案・制作・運営事業 

② 企業結合日 

   平成23年10月１日 

③ 企業結合の法的形式 

 当社を存続会社、ユナイティア株式会社（当社の連結子会社）を消滅会社とする吸収合併方式  

④ 結合後企業の名称 

   株式会社アイ・エム・ジェイ（当社） 

⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

 当社グループ各社の役割を再定義する中で、ユナイティア株式会社を吸収合併をすることにより、

ユナイティア株式会社の得意領域を当社内に取り込む一方で、ウェブサイトの構築及び運用事業など

の当社と類似する事業については、経営資源の集約化・管理コストの削減が見込まれることから、経

営の更なる効率化が図れるものと判断したため、当社に吸収合併することに致しました。 

  

(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。 

  

（企業結合等関係）
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（事業分離） 

＜子会社株式の売却＞  

１ 事業分離の概要     

(1) 分離先企業の名称 

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

(2) 分離した事業の内容 

    株式会社IMJエンタテインメント（現・C&Iエンタテインメント株式会社） 

   （事業の内容：エンタテインメント事業)  

(3) 事業分離を行った主な理由 

  譲渡先であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、国内 多の店舗数を誇るレンタルビ

デオ・DVDチェーン「TSUTAYA」を運営し、日本において 大級のエンタテインメントコンテンツの流通

量を誇り、長年の経験と実績を有しており、今後の株式会社IMJエンタテインメント（現・C&Iエンタテ

インメント株式会社）の成長に、より適したパートナー企業であると判断したため、同社に株式会社IMJ

エンタテインメント（現・C&Iエンタテインメント株式会社）の株式を譲渡することといたしました。 

(4) 事業分離日 

    平成23年５月９日 

(5) 法的形式を含む事業分離の概要 

    株式売却による事業譲渡 

  

２ 実施した会計処理の概要 

(1) 移転損益の金額 

    関係会社株式売却益 5,541千円  

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

     

３ 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

  エンタテインメント事業を運営する子会社株式の売却による非連結化を行ったことにより、事業を集約

し単一セグメントとしているため、該当事項はありません。 

  

４ 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

該当事項はありません。  

  

流動資産   千円 663,610

固定資産   千円 28,318

資産合計   千円 691,928

流動負債   千円 345,334

固定負債   千円 138,019

負債合計   千円 483,353

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成24年３月期 決算短信

－ 34 －



（注） 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又は１株当たり当期純損失の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分）を

適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当たり、一定期間の勤続後に権利が確定するストック・オプショ

ンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のう

ち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、前連結会計年度は１株当たり当期純損失であるため、遡及適用した場合のこれによる影響はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円38,381.81

１株当たり当期純損失金額(△) 円△359.31

１株当たり純資産額 円39,388.55

１株当たり当期純利益金額 円1,071.23

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円1,071.23

  
前連結会計年度 

（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額 

又は１株当たり当期純損失金額  

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円）  △63,683  189,936

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） 
 △63,683  189,936

期中平均株式数（株）  177,236  177,307

  

潜在株式調整後１株あ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）  － 1 

 （うち新株予約権） ( ) － (1) 

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 

新株予約権 

株主総会決議 

平成14年５月10日 株 

平成15年12月25日  株

平成16年12月22日 株 

平成17年12月21日 株 

平成18年12月22日  株 

平成18年12月22日  株 

平成19年12月21日  株

平成22年６月24日    株 

4,820

3,120

3,201

2,817

610

739

1,244

20

新株予約権 

株主総会決議 

平成14年５月10日 株 

平成15年12月25日  株

平成16年12月22日 株 

平成17年12月21日 株 

平成19年12月21日  株

平成21年６月22日    株

平成22年６月24日   株 

取締役会決議  

平成23年６月29日  株

4,640

3,055

3,147

2,719

1,180

130

20

3,081
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（重要な後発事象）

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

連結子会社の吸収合併に関する件 

  当社は、平成24年５月８日開催の取締役会において、下記の通り、当社連結子会社（議決権所有比率100%）である株

式会社IMJモバイルを吸収合併することを決議いたしました。 

  なお、本合併は当社においては、会社法第796条第３項に規定する簡易合併であり、株式会社IMJモバイルにおいて

は、会社法第784条第１項に定める略式合併であるため、いずれも合併承認株主総会は開催いたしません。 

  

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

  名称並びに取引の目的を含む概要 

    (1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

        結合当事企業の名称 当社連結子会社である株式会社IMJモバイル 

     事業の内容     モバイルソリューション事業 

               モバイルコンテンツ事業 

               モバイルメディア事業 

    (2) 企業結合日 

     平成24年７月１日  

    (3) 企業結合の法的形式 

     当社を存続会社、株式会社IMJモバイル（当社の連結子会社）を消滅会社とする吸収合併方式 

    (4) 結合後企業の名称 

        株式会社アイ・エム・ジェイ（当社） 

    (5) 取引の目的を含む概要 

      当社グループ各社の役割を再定義する中で、株式会社IMJモバイルを吸収合併し、PCだけでなくモバイルやス 

        マートフォンなどの新型デバイスに対応することで投資対効果を改善（ROI 適化）し、同社の得意領域を当 

        社内に取り込むことで、経営資源の集約化・管理コストの削減が見込まれることから、経営の更なる効率化が 

        図れるものとして判断したため、当社に吸収合併することと致しました。 

  

２．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

  として会計処理を行います。    
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,303,177 1,700,557

受取手形 165,606 99,190

売掛金 1,858,959 2,308,247

有価証券 400,000 599,880

仕掛品 37,503 142,315

貯蔵品 208 219

前渡金 12,415 25,138

前払費用 21,012 40,680

短期貸付金 267,732 102,383

その他 108,167 98,020

貸倒引当金 △9,150 △6,446

流動資産合計 5,165,631 5,110,187

固定資産   

有形固定資産   

建物 278,042 279,400

減価償却累計額 △63,193 △101,474

建物（純額） 214,849 177,925

工具、器具及び備品 324,222 341,802

減価償却累計額 △143,486 △194,441

工具、器具及び備品（純額） 180,736 147,360

リース資産 12,513 15,729

減価償却累計額 △3,128 △7,650

リース資産（純額） 9,385 8,079

有形固定資産合計 404,970 333,365

無形固定資産   

ソフトウエア 24,087 219,700

ソフトウエア仮勘定 48,493 32,733

リース資産 3,033 2,224

無形固定資産合計 75,614 254,659

投資その他の資産   

投資有価証券 81,278 360,068

関係会社株式 1,095,583 1,796,518

出資金 83,150 8,028

関係会社出資金 － 55,270

長期貸付金 9,925 83,451

関係会社長期貸付金 482,313 48,158

破産更生債権等 14,239 14,150

長期前払費用 105,759 79,681

敷金及び保証金 430,724 417,303

貸倒引当金 △23,590 △13,797

投資その他の資産合計 2,279,383 2,848,833

固定資産合計 2,759,968 3,436,859

資産合計 7,925,600 8,547,046
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 910,601 1,018,085

リース債務 3,456 6,022

未払金 123,084 105,205

未払費用 56,921 118,225

未払法人税等 18,463 21,864

未払消費税等 39,880 59,929

前受金 33,698 33,808

預り金 18,983 50,432

賞与引当金 132,131 294,585

受注損失引当金 2,685 21,135

その他 1,050 10,420

流動負債合計 1,340,956 1,739,713

固定負債   

リース債務 10,055 12,408

繰延税金負債 5,643 2,160

固定負債合計 15,698 14,568

負債合計 1,356,654 1,754,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,310,460 4,310,460

資本剰余金   

資本準備金 1,020,459 1,020,459

その他資本剰余金 1,750,029 1,344,161

資本剰余金合計 2,770,489 2,364,621

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △405,067 262,327

利益剰余金合計 △405,067 262,327

自己株式 △174,540 △174,540

株主資本合計 6,501,341 6,762,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,225 4,215

評価・換算差額等合計 8,225 4,215

新株予約権 59,378 25,680

純資産合計 6,568,945 6,792,765

負債純資産合計 7,925,600 8,547,046

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成24年３月期 決算短信

－ 38 －



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

デジタルマーケティング事業売上高 8,244,941 8,546,892

ネットサービス事業売上高 5,445 －

売上高合計 8,250,386 8,546,892

売上原価   

デジタルマーケティング事業原価 6,916,465 7,183,794

ネットサービス事業原価 13,851 －

売上原価合計 6,930,316 7,183,794

売上総利益 1,320,069 1,363,097

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,269,676 1,310,554

営業利益 50,393 52,543

営業外収益   

受取利息 19,268 13,249

有価証券利息 － 3,332

受取配当金 7,927 868

経営指導料 145,728 158,224

受取賃貸料 146,065 127,392

貸倒引当金戻入額 － 12,496

その他 291 369

営業外収益合計 319,281 315,934

営業外費用   

支払利息 1,127 790

経営管理費 138,441 150,312

賃貸費用 138,762 121,022

株式交付費 125 －

その他 1,378 669

営業外費用合計 279,834 272,795

経常利益 89,839 95,682

特別利益   

投資有価証券売却益 7,744 35,055

関係会社株式売却益 6,652 23,147

抱合せ株式消滅差益 － 215,779

貸倒引当金戻入額 13,165 －

新株予約権戻入益 385 40,412

特別利益合計 27,948 314,394
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 7,017

固定資産除却損 1,236 529

減損損失 3,189 7,821

投資有価証券評価損 10,779 37,122

関係会社株式評価損 523,154 －

出資金評価損 － 76,766

その他 8,460 12,263

特別損失合計 546,821 141,520

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △429,033 268,556

法人税、住民税及び事業税 7,881 7,029

法人税等調整額 55,427 －

法人税等合計 63,309 7,029

当期純利益又は当期純損失（△） △492,342 261,527

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成24年３月期 決算短信

－ 40 －



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 4,306,147 4,310,460

当期変動額   

新株の発行 4,312 －

当期変動額合計 4,312 －

当期末残高 4,310,460 4,310,460

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,016,147 1,020,459

当期変動額   

新株の発行 4,312 －

当期変動額合計 4,312 －

当期末残高 1,020,459 1,020,459

その他資本剰余金   

当期首残高 1,750,029 1,750,029

当期変動額   

欠損填補 － △405,868

当期変動額合計 － △405,868

当期末残高 1,750,029 1,344,161

資本剰余金合計   

当期首残高 2,766,176 2,770,489

当期変動額   

新株の発行 4,312 －

欠損填補 － △405,868

当期変動額合計 4,312 △405,868

当期末残高 2,770,489 2,364,621

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 87,274 △405,067

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △492,342 261,527

欠損填補 － 405,868

当期変動額合計 △492,342 667,395

当期末残高 △405,067 262,327

利益剰余金合計   

当期首残高 87,274 △405,067

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △492,342 261,527

欠損填補 － 405,868

当期変動額合計 △492,342 667,395

当期末残高 △405,067 262,327
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △174,540 △174,540

当期末残高 △174,540 △174,540

株主資本合計   

当期首残高 6,985,058 6,501,341

当期変動額   

新株の発行 8,625 －

当期純利益又は当期純損失（△） △492,342 261,527

欠損填補 － －

当期変動額合計 △483,717 261,527

当期末残高 6,501,341 6,762,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 7,917 8,225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 307 △4,009

当期変動額合計 307 △4,009

当期末残高 8,225 4,215

評価・換算差額等合計   

当期首残高 7,917 8,225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 307 △4,009

当期変動額合計 307 △4,009

当期末残高 8,225 4,215

新株予約権   

当期首残高 44,749 59,378

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,628 △33,697

当期変動額合計 14,628 △33,697

当期末残高 59,378 25,680

純資産合計   

当期首残高 7,037,726 6,568,945

当期変動額   

新株の発行 8,625 －

当期純利益又は当期純損失（△） △492,342 261,527

欠損填補 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14,936 △37,707

当期変動額合計 △468,780 223,819

当期末残高 6,568,945 6,792,765
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  該当事項はありません。  

  

   

(4）継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

    ①代表者の異動 

    ・新任代表取締役社長 櫻井 徹（現 株式会社エム・フィールド代表取締役社長） 

      ・退任代表取締役社長  廣田  武仁  

  

  ②その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補 

      取締役 久田 祐通（現 当社執行役員） 

      取締役 加藤 圭介（現 当社執行役員） 

     

    ③就任予定日 

      平成24年６月21日  

  

６．その他
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