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平成17年12月期   中間決算短信（連結） 平成17年８月15日 

上 場 会 社 名 株式会社まぐクリック 上場取引所(所属部) 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コ ー ド 番 号 ４７８４ 本社所在都道府県 東京都 

(ＵＲＬ http://www.magclick.co.jp/ ) 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 

 氏 名 西山 裕之 

問合せ先責任者  役職名 常務取締役 経営管理本部長 

 氏 名 薛  仁興      ＴＥＬ  (０３)５４５７－０９０９ 

決算取締役会開催日  平成17年８月15日   

親会社等の名称 ＧＭＯインターネット株式会社（コード番号:9449） 親会社等における当社の議決権所有割合43.2％ 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１．17年12月中間期の業績（平成17年１月１日～平成17年６月30日） 

  (1)連結経営成績                                                                               （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円（％） 百万円（％） 百万円（％）

17年６月中間期 3,731(  47.3) 193( 127.9) 241( 198.9) 
16年６月中間期 2,533(  23.2) 85(△12.5) 80(  34.2) 

16年12月期 6,629(  53.5) 334(  44.6) 321(  65.8) 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 
 百万円（％） 円  銭 円  銭 

17年６月中間期 122(  37.8) 1,377 08 1,370 70 
16年６月中間期 88( 184.3) 1,069 38 1,057 87 

16年12月期 256(  10.9)  3,035 76  3,012 37 

（注）1．持分法投資損益     17年６月中間期 ―百万円 16年６月中間期 ―百万円 16年12月期 ―百万円 

      2．期中平均株式数（連結） 17年６月中間期  88,780株 16年６月中間期  82,961株 16年12月期 84,486株 

      3．会計処理の方法の変更  有 

      4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 

  (2)連結財政状態 

 総 資 産        株 主 資 本        株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 （％） 円  銭 

17年６月中間期 5,760 4,026 69.9 46,055  89 
16年６月中間期 5,391 4,563 84.7 54,662  58 

16年12月期 6,079 4,320 71.1 48,647  83 

（注）1. 期末発行済株式数 17年６月中間期  89,545株 16年６月中間期  84,230株 16年12月期 89,545株 

      2. 期末自己株式数 17年６月中間期  2,125株 16年６月中間期 740株 16年12月期 740株 

  (3)連結キャッシュフローの状況 

 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 

17年６月中間期 395 1,106 △328 2,651 
16年６月中間期 14 △152 △21 2,291 

16年12月期 161 △278 △855 1,477 

  (4)連結範囲及び持分法適用に関する事項 

連結子会社数  １社   持分法適用非連結子会社数 ― 社   持分法適用関連会社数    ― 社 

  (5)連結範囲及び持分法適用の異動状況 

連結（新規） ― 社 （除外） １社          持分法（新規） ― 社 （除外）  ― 社 

２．平成17年12月期の連結業績予想（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 8,000 500 250 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,815円 16 銭 

 ※1. 従来、販売費及び一般管理費に計上していた代理店手数料及び販売促進費を平成17年12月期より売上高から控除する方法に

変更いたします。この変更により、従来の方法に比べ売上高は、1,000百万円減少する見込みですが、経常利益並びに当期純

利益に対する影響はありません。 

 ※2. 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確実

要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依存して投資

等の判断を行うことは差し控えてください。 
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1. 企業集団の状況 

当社グループは、連結子会社(ＧＭＯサンプランニング株式会社)、親会社(ＧＭＯインターネット株式会社)に

より構成されております。当社グループの主要な事業内容は「インターネット広告事業」であります。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「インターネット広告

事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類セグメント情報の記載を省略しております。 

なお、主に不動産情報サイトの運営を行っておりました株式会社イースマイは、平成17年４月１日付で株式会

社ネクストに吸収合併されたため、連結子会社に該当しなくなりました。 

 

当社グループについての事業系統図は、次のとおりであります。 

Ｇ Ｍ Ｏ メ デ ィ ア 株 式 会 社 （ 親 会 社 の 子 会 社 ）

株 式 会 社 ま ぐ ク リ ッ ク

そ の 他 の 媒 体 提 供 会 社

Ｇ Ｍ Ｏ サ ン プ ラ ン ニ ン グ 株 式 会 社

メ デ ィ ア レ ッ プ 

広 告 代 理 店 

広 告 主

連 結 子 会 社 

Ｇ Ｍ Ｏ イ ン タ ー ネ ッ ト 株 式 会 社 （ 親 会 社 ）

その他の媒体提供会社

当 社 

広告媒体の提供 

広告の販売 

広告媒体の提供 

広告販売の委託 広告販売の委託

広告の販売 広告の販売

広告の販売
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  関係会社の状況は、次のとおりであります。 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金又は
出資金(千円)

主要な事業の内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

関係内容 

(親会社)     

ＧＭＯインターネット 
株式会社 
(※１)(※２)(※３)(※４) 

東京都 
渋谷区 

3,311,130
インターネット活用支
援事業 

― 
43.19 

〔14.92〕
役員の兼任２名 
広告媒体の提供等 

(連結子会社)     

ＧＭＯサンプランニング 
株式会社 
(※５)  

東京都 
渋谷区 

50,000 求人広告代理業 67.00 ― 
役員の兼任３名 
金銭の貸付等 

(※１) 親会社でありますＧＭＯインターネット株式会社は、有価証券報告書を提出しております。 

(※２) 議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、当社が実質的に支配されている関係にあると認められるため、

親会社としております。 

(※３) 議決権の所有(被所有)割合の〔  〕内は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。 

(※４) 平成17年６月１日付で、グローバルメディアオンライン株式会社から商号変更しております。 

(※５) ＧＭＯサンプランニング株式会社については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める

割合が10％を超えております。 

主要な損益情報 (1) 売上高   2,159,398千円 

（平成17年６月中間期） (2) 経常利益   184,795千円 

 (3) 中間純利益    98,678千円 

 (4) 純資産額     79,035千円 

 (5) 総資産額   1,502,820千円 
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 2. 経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社グループは「すべての人にインターネット」を企業理念として、インターネット広告事業を通じてインターネットを

より多くの方に広めるということを経営の指針として掲げております。インターネットがブロードバンドの進展、接続端末

の多様化などに伴い順調な拡大を続け、インターネット広告が広告市場の中でも重要な地位を確立する中、「すべての人にイ

ンターネット」の実現と、インターネット広告事業におけるナンバーワン企業グループとなることを目指しております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。企業体質の強化と今後の事業展開を勘

案した上で、配当性向30％を目標に安定した配当を継続して行うことを基本方針としていく所存であります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

当社は、適正な投資単位の維持を株式の流動性向上、個人投資家層の拡大の面から、経営上の重要な課題のひとつである

と認識しております。平成16年２月20日付で１株について５株の割合をもって株式分割を行っており、今後につきましても、

株価推移、株主数、財務状況等を総合的に勘案して、投資単位に関する施策の検討を行って参りたいと考えております。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループはキャッシュ・フロー及び経常利益率を重要な経営指標として考えております。正常な収益力の維持を前提

としてグループの成長を続け、企業価値の増大を目指して参ります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループはこれまで、インターネット広告事業の中で、電子メール広告に特化して事業展開を進めて参りました。 

インターネット広告へのニーズは多様化、専門化しており、より効果的な広告プランの提案においては、商品ラインアッ

プの拡充と、総合的な広告提案が不可欠であると考えます。これまでに築き上げてきた電子メール広告におけるシェアの維

持、拡大はもとより、今後インターネットによる広告手法が広がると予想される商品やサービス分野への参入を行い、これ

ら領域でのインターネット広告における確固たる地位を確立して参りたいと考えております。 

 

（６）対処すべき課題 

今後のインターネット広告ビジネスを取り巻く環境は、市場規模の拡大、情報通信技術の進歩などから、多様化、高度化、専門

化がますます進むものと思われ、同業他社との競争はより激しくなるものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループは、継続して広告事業に重点をおいて対処していく所存であり、販売力と商品開発

力の強化を目的として次の施策を図って参ります。 

販売力の強化につきましては、引き続き中小広告代理店の新規開拓を進め、販路の拡大を行って参ります。また、提案型の販売

をより充実させるべく既存従業員の企画力、編集力の向上や人材補強等を実施して参ります。 

商品開発力の強化につきましては、広告主のニーズの高度化と多様化に対応すべく、広告媒体と連携した魅力ある商品の企画と

開発を引き続き進めて参ります。 
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として認識しており、その強化のポイントは経営監

督システムの強化とアカウンタビリティーの徹底的な遂行にあると考えております。 

経営監督システムの強化という観点からは、内部管理体制の構築を検討するとともに、取締役会の開催頻度の充実、各取締役

間の牽制機能の強化による業務執行機能の充実を図って参りたいと思っております。 

アカウンタビリティーの徹底的な遂行という観点からは、情報開示の質の強化そしてそれらの情報の適時開示を考えておりま

す。情報開示の質の強化としては、特に開示財務情報の精度の強化を図ることを目的として、数値の精度を高めるのみならず、

さまざまな財務指標や財務諸数値の提供を投資家の方々に提供することを通じて、財務情報自体の質の強化に努めて参りたいと

考えております。また、適時開示という観点からは、迅速な決算発表やプレスリリースに努めて参りたいと考えております。そ

して、これらの開示情報を積極的に株主や投資家の皆様に提供する手段として、ホームページによるIR情報の提供等を強化して

いきたいと考えております。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

当社は、監査役制度を採用しております。事業計画の決定および重要事項の決定については、全て取締役会により行わ

れております。定時取締役会を月に１回、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の役員は、取締役５名、

監査役３名で構成されております。取締役５名のうち、１名は｢商法｣第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であり、

取締役の経営に関する抑止も十分になされているものと考えられます。また、平成14年３月20日開催の第３期定時株主総

会において、急速な事業環境の変化に対応して経営の柔軟性を確保するため、定款を一部変更し取締役の任期を短縮（１

年）しております。取締役会における決定事項の検討は、十分な議論を重ねて行われており、実質的な意思決定機関とし

て機能していると考えております。業務報告についても、各取締役が毎月の業務執行状況の報告を行い、各取締役の業務

執行状況について取締役間で十分な協議、評価を行っております。したがって、各取締役間の監督機能は実効性のあるも

のとなっております。また、監査役３名は｢株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律｣第18条第１項に定める社

外監査役であり、取締役会並びに会議等に出席し、重要な業務執行に関する意思決定を監督しております。 

 

2) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外取締役１名につきましては、当社との間に特別な利害関係はございません。社外監査役能見裕亮は株式会社

まぐまぐの取締役であり、同社は当社と一定の取引があり、今後とも取引関係を継続する予定であります。 

 

3) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

会社の業務遂行にかかる重要な事項については、取締役会のほかに月１回、取締役、監査役、各部門責任者により構成

するマネージャーミーティングを開催し個別の経営課題あるいは事業方針の協議の場を設けております。また、アカウン

タビリティの具体的な遂行施策として、主に投資家を対象としたメールマガジンの発行を行っており、個人投資家向け会

社説明会を平成17年5月28日より開始いたしました。従業員教育の面におきましては法令遵守を目的として、適宜コンプラ

イアンス意識に関する啓発、啓蒙を行って参りました。 
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（８）親会社等に関する事項 

1) 親会社等の商号等 

（平成17年６月30日現在） 

親会社等 属性 親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所など 

ＧＭＯインターネット株式会社 親会社 43.19 

〔14.92〕 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

(※１) 議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、当社が実質的に支配されている関係にあると認められるため、 

親会社としております。 

(※２) 親会社等の議決権所有割合の〔  〕内は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。 

 

2) 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けやその他の当社と親会社等との関係 

ＧＭＯインターネット株式会社は、当社株式の43.19％（議決権所有割合）を有する筆頭株主であります。役員の兼任

状況におきましては、当社の代表取締役社長である西山裕之がＧＭＯインターネット株式会社の取締役を兼任するととも

に、同社代表取締役会長兼社長である熊谷正寿が当社取締役を兼任しております。当社は、ＧＭＯインターネットグルー

プの一員としてインターネット広告事業を担っており、ＧＭＯインターネット株式会社より広告媒体の提供を受けており

ます。事業運営上の意思決定は当社独自の判断により実行されております。当社は、グループ各社との連携強化をはかり、

「すべての人にインターネット」というグループ経営理念の実現に向けた役割を果たして参ります。 

 

3）親会社等の取引に関する事項 

対象期間（平成17年１月１日～６月30日） 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

広告媒体の提供 151,448 買掛金 25,531

広告媒体の出稿 2,861 売掛金 410
親会社 

ＧＭＯイ
ンターネ
ット株式
会社 

東京都 
渋谷区 

3,311,130 
インターネッ
ト活用支援事
業 

(被所有) 
直接 

43.19％ 

兼任 
2人 

当社への
広告出稿
依頼及び
広告媒体
の提供等

業務委託等 10,956 未払金 1,876

(注)  上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

特に該当事項はございません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善と設備投資の増加が持続しており、個人消費等一部に弱い動

きがみられたものの、景気回復は堅調に推移しております。 

インターネット市場につきましてはブロードバンド化の急速な進展と、接続端末の多様化などから、平成16年12月末時点

でのインターネット利用人口は7,948万人（人口普及率：62.3％）となっております（総務省調べ）。 

このような状況のもと、インターネット広告（平成13年735億円、平成14年845億円、平成15年1,183億円、平成16年1,814

億円）（株式会社電通調べ）につきましては、広告市場における重要な位置を確立しており、今後も順調な拡大が見込まれる

ものと思われます。 

このような環境下、当社グループは「すべての人にインターネット」という企業理念のもと、インターネット広告事業に

おけるナンバーワンを目指し、事業領域の拡大を図るとともに、販売力と商品開発力の強化を行って参りました。 

販売力の強化につきましては、人材補強、企画や編集を加えた提案型の販売の実施などを行っていくとともに、中小広告

代理店を中心に新規開拓に継続的に努めて参りました。 

商品開発力の強化につきましては、インターネット広告の普及に伴い、広告主の多様なニーズに対応するため、従来のイ

ンターネットメール広告のほか検索系（JWord）及びWEB系の広告媒体の取扱い拡充に注力し、総合的な広告提案が可能な態

勢を構築して参りました。 

以上の結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は売上高が3,731,835千円（前年同期比47.3％増）、営業利益が

193,911千円（前年同期比127.9％増）、経常利益が241,835千円（前年同期比198.9％増）、中間純利益が122,256千円（前年同

期比37.8％増）となりました。 

 

（２）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が264,158千円（前

年同期比58.8％増）となったこと、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の売却による収入があったこと等から、前

連結会計年度末に比べ1,173,850千円増加し、当中間連結会計期間末残高は2,651,797千円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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)  

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は395,438千円（前年同期比2,536.9％増）となりました。 

増加要因としては、主に税金等調整前中間純利益264,158千円及び売上債権の減少101,456千円によるものであります。また、

減少要因としては、主に仕入債務の減少28,078千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)  

当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、1,106,598千円（前年同期は152,424千円の減少）となりました。 

増加要因としては、主に有形固定資産の売却による収入579,642千円及び投資有価証券の売却による収入680,320千円による

ものであります。また、減少要因としては、主に有形固定資産の取得による支出59,667千円及びその他投資等の増加による支

出56,464千円によるものであります。 



-8-

 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、328,187千円（前年同期比1,410.8％増）となりました。 

これは、主に自己株式の取得による支出280,500千円及び配当金の支払額51,160千円によるものであります。 

 

（３）経営成績及び財政状態 

文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間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。 

 

1） 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており

ます。 

この連結財務諸表の作成にあたって、資産・負債の帳簿価格及び収益・費用の認識に影響を与える見積りにつきまして

は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づいて行っておりますが、見積り特有の不確実性が存

在するため、実際の結果は異なる場合があります。 

 

2）当中間連結会計期間末の財政状態の分析 

① 流動資産 

当中間連結会計期間末における流動資産は、3,642,922千円（前年同期は2,797,879千円）と845,042千円増加となりました。

主な要因は、ＧＭＯサンプランニング株式会社の子会社化に伴う求人広告売上の増加により受取手形及び売掛金が956,954千

円（前年同期は486,486千円）と470,467千円増加したことなどによるものであります。 

 

② 固定資産 

当中間連結会計期間末における固定資産は、2,117,752千円（前年同期は2,593,622千円）と475,870千円減少となりま

した。主な要因は、投資有価証券の売却等により投資有価証券が1,198,196千円（前年同期は2,435,464千円）と1,237,268

千円減少したことなどによるものであります。 

   

③ 流動負債 

当中間連結会計期間末における流動負債は、1,139,399千円（前年同期は433,844千円）と705,555千円増加となりまし

た。主な要因は、ＧＭＯサンプランニング株式会社の子会社化に伴う求人広告仕入の増加により買掛金が840,657千円（前

年同期は251,556千円）と589,101千円増加したことなどによるものであります。 

 

④ 固定負債 

当中間連結会計期間末における固定負債は、569,342千円（前年同期は365,419千円）と203,922千円増加となりました。主な

要因は、ＧＭＯサンプランニング株式会社の子会社化に伴う匿名組合出資金による長期未払金が560,353千円と560,353千円

増加、その他投資有価証券で時価のあるものの評価差額に伴う繰延税金負債が7,459千円（前年同期は365,419千円）と

357,960千円減少したことなどによるものであります。 
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⑤ 資本 

当中間連結会計期間末における資本は、4,026,205千円（前年同期は4,563,778千円）と537,573千円減少となりました。その

他有価証券評価差額金が19,379千円（前年同期は570,936千円）と551,557千円減少、自己株式取得等により自己株式が305,374

千円（前年同期は29,451千円）と275,923千円増加したことなどによるものであります。 

 

3）当中間連結会計期間の経営成績の分析 

① 売上高 

当中間連結会計期間における売上高は3,731,835千円（前年同期は2,533,502千円）と1,198,332千円増加となりました。

主な要因は、ＧＭＯサンプランニング株式会社の子会社化に伴う求人広告売上の増加によるものであります。また、従来、

販売費及び一般管理費に計上していた代理店手数料及び販売促進費を売上高より控除する方法に変更することに伴い、売

上高は447,899千円減少しております。 

 

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

当中間連結会計期間における売上原価は、2,682,353千円（前年同期は1,453,613千円）と1,228,739千円増加となりま

した。主な要因は、ＧＭＯサンプランニング株式会社の子会社化に伴う求人広告仕入の増加によるものであります。 

当中間連結会計期間における販売費及び一般管理費は855,569千円（前年同期は994,806千円）と139,237千円減少とな

りました。当中間連結会計年度末における当社グループの従業員数が195名と前年同期比137名増加したことにより、給与

手当が388,622千円（前年同期は139,717千円）と248,904千円増加となりました。また、従来、販売費及び一般管理費に計

上していた代理店手数料及び販売促進費を売上高より控除する方法に変更することに伴い、代理店手数料333,525千円（前

年同期は395,400千円）及び販売促進費114,374千円（前年同期は191,457千円）は減少しております。 

 

③ 営業外損益項目 

当中間連結会計期間における営業外収益は66,367千円（前年同期は777千円）と65,590千円増加となりました。主な要

因は、株式会社リクルートからの営業補償金としての収入48,300千円及び受取配当金2,415千円等によるものであります。 

当中間連結会計期間における営業外費用は18,444千円（前年同期は4,945千円）と13,499千円増加となりました。主な

要因は、匿名組合投資損失6,767千円等によるものであります。 

 

④ 特別損益項目 

当中間連結会計期間における特別利益は69,447千円（前年同期は111,348千円）と41,900千円減少となりました。主な

要因は、投資有価証券売却益が56,925千円（前年同期は111,098千円）と54,172千円減少したことによるものであります。 

当中間連結会計期間における特別損失は47,124千円（前年同期は25,868千円）と21,255千円増加となりました。主な要

因は、資産性を吟味した結果営業権を一時償却したことによるものであります。 

 

⑤ 中間純利益 

当中間連結会計期間における中間純利益は122,256千円（前年同期は88,717千円）と33,539千円増加となりました。１株

当たり中間純利益は1,377円08銭（前年同期は1,069円38銭）となっております。なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益は、1,370円70銭（前年同期は1,057円87銭）となっております。 

 



-10-

 

4）当連結会計年度の資金についての分析 

当社グループの当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連

結会計期間末に比べ360,291千円増加し、当中間連結会計期間末残高は2,651,797千円となりました。 

これは、営業活動による資金の増加は395,438千円（前年同期比2,536.9％増）と380,442千円増加となりました。主な

要因は、前連結会計年度に比べ売上債権の減少101,456千円によるものであります。 

投資活動による資金の増加は、1,106,598千円（前年同期は152,424千円の減少）と1,259,023千円増加なりました。主な

要因は、前中間連結会計期間に比べ有形固定資産の売却による収入579,642千円及び投資有価証券の売却及び償還による収

入680,320千円増加となったものであります。 

財務活動による資金の減少は、328,187千円（前年同期比1,410.8％増）と306,463千円減少となりました。主な要因は、

自己株式の取得による支出280,500千円等によるものであります。 

また、当社グループは現在、運転資金及び設備資金につきましては、すべて内部資金での調達をしており、平成17年６

月30日現在、借入金残高はございません。将来必要な運転資金及び設備投資資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー

により充分に調達することが可能と考えております。 
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（４）仕入・受注・販売の状況 

1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

種類別 内容 金額(千円) 前年同期比(％) 

DM 315,089 39.27 

メールマガジン 493,591 106.76 

モバイル 43,708 44.52 

WEB系 122,298 411.96 

検索連動型 157,568 2,056.05 

成果報酬型 10,965 24.41 

クーポン 2,259 99.90 

宣
伝
・
販
促
広
告
事
業 

その他 11,588 187.25 

紙媒体 804,742 ― 告
事
業 

求
人
広 ネット媒体 720,539 ― 

合計 2,682,353 184.53 

(注)  金額には、消費税等は含まれておりません。 
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2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

受注高 受注残高 

種類別 
内容 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

DM 359,134 39.91 18,533 43.06 

メールマガジン 726,908 100.20 211,699 166.35 

モバイル 63,995 58.37 9,878 ― 

WEB系 169,338 ― 45,116 ― 

検索連動型 226,940 ― 9,208 ― 

成果報酬型 13,150 36.55 ― ― 

クーポン 5,020 ― ― ― 

宣
伝
・
販
促
広
告
事
業 

その他 43,145 72.65 10,078 57.85 

紙媒体 1,152,537 ― ― ― 告
事
業 

求
人
広 ネット媒体 995,062 ― ― ― 

合計 3,755,233 205.17 304,513 162.21 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従来、「販売費及び一般管理費」に計上していた代理店手数料及び販売促進費を当中間連結会計期間より売上高か

ら控除する方法に変更しており、変更後の前年同期比を計算しております。 
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3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。 

種類別 内容 金額(千円) 前年同期比(％) 

DM 407,781 41.74 

メールマガジン 692,087 104.22 

モバイル 55,330 39.69 

WEB系 152,397 ― 

検索連動型 222,730 ― 

成果報酬型 13,150 4,612.04 

クーポン 5,020 ― 

宣
伝
・
販
促
広
告
事
業 

その他 33,067 29.45 

紙媒体 1,152,537 ― 告
事
業 

求
人
広 ネット媒体 997,732 ― 

合計 3,731,835 191.71 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従来、「販売費及び一般管理費」に計上していた代理店手数料及び販売促進費を当中間連結会計期間より売上高か

ら控除する方法に変更しており、変更後の前年同期比を計算しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、すべての相手先の当該割合が

100分の10未満のため記載しておりません。 
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4. 特別記載事項 

以下には、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しておりま

す。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられ

る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、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、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

 

（１）当社グループの事業内容について 

当社グループは、インターネット広告事業を主とした事業展開を行っており、当該分野での圧倒的な地位を構築していく

ことを目指しております。インターネット広告は、広告メディアとして一定の地位を確立し、今後も順調に拡大するもの当

社グループでは考えておりますが、相対的に当社グループ全事業に対するインターネット広告事業の割合が大きいことから、

国内景気の動向、その他の要因による広告主からの需要等が変動した場合に当社グループの業績が影響を受ける可能性があ

ります。 

 

（２） 広告市場の業績への影響について 

当社グループは、その広告枠を提供する媒体について、広告主の多様なニーズに対応するため、その取扱数を拡大し、ま

た、広告主のニーズを媒体にフィードバックする等により、媒体開発にも注力しておりますが、各媒体が提供するコンテン

ツは、技術革新やユーザーの嗜好の変化を受けるため、そのライフサイクルは必ずしも長期的に安定したものとは言えず、

各媒体において新技術への対応に遅れが生じた場合やユーザーの嗜好と乖離したサービス提供を行った場合、これら媒体の

利用者数が減少し、当該媒体における当社取扱広告枠の販売に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）販売代理店政策について 

当社グループは、強固な販売網を展開すべく、新規代理店の開拓を積極的に行っており、特に中小規模の代理店開拓に重

点をおいております。こうした中小規模の代理店に対しては、インターネット広告商品についての啓発から、実際の商品の

提案に関するサポート等、充分なバックアップ体制をとって対応しておりますが、これら代理店が行う販売代理業務、広告

掲載料金の回収等の業務において不測の事態が発生し、広告主等に被害が生じた場合、社会的信用の失墜等により、当社グ

ループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（４） 今後の事業展開について 

当社グループは、インターネット広告事業を主要な事業として積極的な事業展開を行っており、今後も業務提携のほか、

効果的な企業再編手法を用いる等して事業規模の拡大を図っていく可能性がございますが、これにともなう、費用の発生、

あるいは拡大後の事業展開が当社グループの予想通りに推移しない場合、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性

があります。 

 

（５） 人材の確保について 

当社グループは、事業規模の拡大に伴う業務量の増加に伴い、人材の確保、育成は重要な経営課題であると認識しており、積極

的な採用活動を行うと同時に教育研修等人材育成の充実に注力しておりますが、雇用情勢や労働需給が変化した場合、事業

発展のペースのダウン、採用方法の多様化により費用が増加し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   2,291,506 2,651,797  1,477,947

２ 受取手形及び売掛金   486,486 956,954  1,080,039

３ たな卸資産   1,568 1,560  1,588

４ 繰延税金資産   9,945 19,131  8,458

５ その他   8,572 97,128  101,749

  貸倒引当金   △200 △83,650  △87,429

流動資産合計   2,797,879 51.9 3,642,922 63.2  2,582,353 42.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   3,493 53,395  276,346

(2) 工具器具及び備品   766 13,912  7,294

(3) その他   ― 11,953  384,658

有形固定資産合計   4,260 0.1 79,261 1.4  668,299 11.0

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア   78,320 47,468  49,138

(2) 連結調整勘定   18,129 103,088  131,515

(3) その他   666 14,019  15,565

無形固定資産合計   97,117 1.8 164,576 2.9  196,219 3.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   2,435,464 1,198,196  1,924,795

(2) 出資金   ― 364,860  366,860

(3) 繰延税金資産   ― 17,178  66,266

(4) その他   56,781 293,678  274,231

投資その他の資産 
合計 

  2,492,245 46.2 1,873,913 32.5  2,632,153 43.3

固定資産合計   2,593,622 48.1 2,117,752 36.8  3,496,673 57.5

資産合計   5,391,502 100.0 5,760,674 100.0  6,079,026 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   251,556 840,657  871,332

２ 未払金   63,952 116,493  136,785

３ 未払法人税等   66,458 90,398  933

４ 賞与引当金   5,189 15,982  12,573

５ その他   46,687 75,867  76,338

流動負債合計   433,844 8.0 1,139,399 19.8  1,097,964 18.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期未払金   ― 560,353  553,585

２ 繰延税金負債   365,419 7,459  75,687

３ その他   ― 1,530  1,994

固定負債合計   365,419 6.8 569,342 9.9  631,267 10.4

負債合計   799,264 14.8 1,708,742 29.7  1,729,231 28.4

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   28,459 0.5 25,726 0.4  29,623 0.5

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,300,587 24.1 1,301,568 22.6  1,301,568 21.4

Ⅱ 資本剰余金   2,344,614 43.5 2,393,336 41.6  2,394,440 39.4

Ⅲ 利益剰余金   377,092 7.0 617,295 10.7  542,332 8.9

Ⅳ その他有価証券評価差 
額金   570,936 10.6 19,379 0.3  111,281 1.8

Ⅴ 自己株式   △29,451 △0.5 △305,374 △5.3  △29,451 △0.4

資本合計   4,563,778 84.7 4,026,205 69.9  4,320,170 71.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計   5,391,502 100.0 5,760,674 100.0  6,079,026 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   2,533,502 100.0 3,731,835 100.0  6,629,612 100.0

Ⅱ 売上原価   1,453,613 57.4 2,682,353 71.9  4,074,050 61.5

売上総利益   1,079,888 42.6 1,049,481 28.1  2,555,561 38.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 代理店手数料  395,400 ― 713,269 

２ 販売促進費  191,457 ― 342,177 

３ ロイヤリティ  9,372 906 13,784 

４ 役員報酬  26,811 57,264 81,112 

５ 給与手当  139,717 388,622 506,842 

６ 貸倒引当金繰入額  ― 50 8,943 

７ 賞与引当金繰入額  4,549 15,982 12,573 

８ 減価償却費  15,240 14,858 36,547 

９ 連結調整勘定償却額  2,589 14,181 17,918 

10 その他  209,665 994,806 39.2 363,704 855,569 22.9 487,947 2,221,118 33.5

 営業利益   85,082 3.4 193,911 5.2  334,443 5.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  19 274 334 

２ 受取配当金  ― 2,415 2,394 

３ 受取手数料  600 600 1,200 

４ 営業補償金  ― 48,300 ― 

５ その他  157 777 0.0 14,778 66,367 1.8 18,533 22,462 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― ― 4,815 

２ 新株発行費  4,742 ― 6,385 

３ 匿名組合投資損失  ― 6,767 13,134 

４ 金利スワップ解約損  ― 2,844 ― 

５ 解約違約金  ― 4,916 ― 

６ その他  202 4,945 0.2 3,916 18,444 0.5 11,270 35,604 0.5

 経常利益   80,914 3.2 241,835 6.5  321,300 4.8

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ ― 10,039 ― 

２ 投資有価証券売却益  111,098 56,925 153,073 

３ 貸倒引当金戻入益  250 2,482 ― 

４ 債務免除益  ― 111,348 4.4 ― 69,447 1.9 2,768 155,842 2.4

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 25,868 1,783 64,069 

 ２ 固定資産売却損 ※３ ― 24,738 ― 

３ 営業権償却額  ― 20,200 ― 

４ 投資有価証券売却損  ― ― 2,099 

５ 本社移転費用  ― ― 8,921 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

６ 投資有価証券評価損  ― 25,868 1.0 401 47,124 1.3 ― 75,090 1.1

 税金等調整前中間 
(当期)純利益   166,393 6.6 264,158 7.1  402,052 6.1

法人税、住民税及び事 
業税  66,526 85,693 43,759 

 法人税等調整額  10,280 76,807 3.1 29,554 115,247 3.1 99,781 143,540 2.2

 少数株主利益   868 0.0 26,654 0.7  2,032 0.0

 中間(当期)純利益   88,717 3.5 122,256 3.3  256,478 3.9
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,335,473 2,394,440  2,335,473

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 株式交換に伴う新株式の発行  ― ―  32,223 

 ２ 吸収分割に伴う新株式の発行  ― ―  14,203 

 ３ 合併に伴う剰余金の増加  ― ―  2,417 

 ４ 新株予約権の行使による 

新株の発行 
 5,587 ―  6,568 

 ５ 自己株式処分差益  3,554 9,141 ― ― 3,554 58,966

Ⅱ 資本剰余金減少高    

 １ 自己株式処分差損  ― ― 1,103 1,103 ― ―

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高  2,344,614 2,393,336  2,394,440

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  337,985 542,332  337,985

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 中間(当期)純利益  88,717 122,256
        

 
256,478 

２ 連結子会社の減少に伴う剰余金の

増加 
 ― 88,717 5,989 128,246 ― 256,478

Ⅲ 利益剰余金減少額    

 １ 配当金  49,611 53,283  49,611 

 ２ 連結子会社の合併に伴う剰余金の

減少 
 ― 49,611 ― 53,283 2,521 52,132

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  377,092 617,295  542,332
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  166,393 264,158 402,052

 ２ 減価償却費  15,240 16,721 39,478

 ３ 新株発行費  4,742 ― 6,385

 ４ 連結調整勘定償却額  2,589 14,181 17,918

 ５ 匿名投資組合損失  ― 6,767 13,134

 ６ 貸倒引当金の増加額又は減少額  △250 △3,779 8,943

 ７ 賞与引当金の増加額  4,549 4,084 1,933

 ８ 受取利息及び受取配当金  △19 △2,689 △2,729

 ９ 支払利息  ― ― 4,815

 10 投資有価証券評価損  ― 401 ―

 11 投資有価証券売却益  △111,098 △56,925 △153,073

 12 投資有価証券売却損  ― ― 2,099

 13 固定資産売却益  ― △10,039 ―

 14 固定資産売却損  ― 24,738 ―

 15 固定資産除却損  ― 1,783 ―

 16 営業権償却額  ― 20,200 ―

 17 債務免除益  ― ― △2,768

 18 売上債権の減少額  44,357 101,456 132,844

 19 たな卸資産の減少額  119 28 99

 20 その他債権の増加額又は減少額  3,756 △15,957 4,131

 21 仕入債務の減少額  △18,557 △28,078 △170,030

 22 その他債務の増加額  28,741 11,702 34,279

小計  166,434 348,753 403,583

 23 利息及び配当金の受取額  19 2,634 2,699

 24 利息の支払額  ― ― △4,815

 25 法人税等の還付額  ― 45,162 ―

 26 法人税等の支払額  △151,457 △1,111 △239,526

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,996 395,438 161,940

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有形固定資産の取得による支出  △211 △59,667 △2,987

 ２ 有形固定資産の売却による収入  ― 579,642 ―

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △19,097 △15,915 △24,457

 ４ 無形固定資産の売却による収入  ― 18,000 ―

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △323,288 ― △621,646

 ６ 投資有価証券の売却・償還による収入  187,339 680,320 283,474

 ７ 出資金の回収による収入  ― 2,000 ―

 ８ 新規連結子会社の株式取得による収入  ― ― 187,345

 ９ 連結の範囲の変更を伴う 

   子会社合併による減少額 
 ― △57,265 ―

 10 営業譲受けに伴う支出  ― △20,200 △14,500

 11 貸付けによる支出  △3,750 △2,000 △5,300

 12 貸付金の回収による収入  2,104 3,503 54,190

 13 長期性預金の払戻による収入  ― ― 25,262

 14 その他投資等の増加による支出  △1,272 △56,464 △210,277

 15 その他投資等の減少による収入  5,751 34,644 50,137

投資活動によるキャッシュ・フロー  △152,424 1,106,598 △278,760
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入による収入  ― ― 26,527

 ２ 短期借入金の返済による支出  ― ― △145,000

 ３ 長期借入金の返済による支出  ― ― △715,752

 ４ 株式発行による収入  11,174 ― 13,137

 ５ 株式発行による支出  △4,742 ― △6,385

 ６ 自己株式の売却による収入  20,866 3,473 20,866

 ７ 自己株式の取得による支出  ― △280,500 ―

 ８ 配当金の支払額  △49,021 △51,160 △49,284

財務活動によるキャッシュ・フロー  △21,723 △328,187 △855,891

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額  △159,151 1,173,850 △972,710

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,450,657 1,477,947 2,450,657

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  2,291,506 2,651,797 1,477,947
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

子会社は、すべて連結してお

ります。 

連結子会社の数   ２社 

会社の名称 

株式会社マグフォース 

株式会社イースマイ 

子会社は、すべて連結してお

ります。 

連結子会社の数  １社 

会社の名称 

ＧＭＯサンプランニング株式

会社 

株式会社イースマイについて

は、平成17年４月１日付で株

式会社ネクストに吸収合併さ

れております。 

子会社は、すべて連結してお

ります。 

連結子会社の数  ２社 

会社の名称 

株式会社イースマイ 

ＧＭＯサンプランニング株式

会社 

株式会社マグフォースについ

ては、平成16年９月１日付で

当社に吸収合併しておりま

す。 

株式会社パワーフォーメーシ

ョンについては、平成16年９

月28日付で株式を取得したこ

とに伴い、同社及び同社の子

会社であるＧＭＯサンプラン

ニング株式会社が連結子会社

となりました。なお、株式会

社パワーフォーメーションに

ついては、平成16年12月１日

付で当社に吸収合併しており

ます。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

関連会社及び非連結子会社が

ないため持分法の適用はござ

いません。 

なお、当中間連結会計期間末

において、株式会社エルゴ・

ブレインズの発行済株式の

20.39％を所有しておりまし

たが、同社が平成16年７月に

第三者割当増資を行なったた

め、当該比率は17.99％に減

少しており、関連会社に該当

しておりません。 

関連会社及び非連結子会社が

ないため持分法の適用はござ

いません。 

同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

すべての連結子会社の中間期

の末日は、中間連結決算日と

一致しております。 

同左 すべての連結子会社の事業年

度の末日は、連結決算日と一

致しております。 

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 

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)を採用しております。 

(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 

(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 

決算末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)を採用しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

貯蔵品 

総平均法による原価法を採

用しております。 

②たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

②たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

 (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 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通

りであります。 

建物      10～15年 

工具器具及び備品６～10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 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通

りであります。 

建物      10～50年 

工具器具及び備品６～20年 

車両運搬具     ６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 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通

りであります。 

建物      10～50年 

工具器具及び備品６～10年 

車両運搬具     ６年 
 ②無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における
利用可能見込期間(５年)による
定額法を採用しております。

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 (3)重要な繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

(3)重要な繰延資産の処理方

法 

――――― 

(3)重要な繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

 (4)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す

ることとしております。ただ

し、当中間連結会計期間末に

おいては個別引当の対象とな

るものはございません。 

(4)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す

ることとしております。 

(4)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 

従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、支給見

込額基準により計上しており

ます。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

 (5)重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(5)重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(5)重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

――――― 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

――――― 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）金利スワップ 

（ヘッジ対象）借入金の利息 

③ヘッジ方針 

リスク管理に関する内部規

定に基づき、金利変動リスク

をヘッジすることとしており

ます。 

④ヘッジの有効性の評価方法

ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場反動の累計を比較し、両者

の相場変動額等を基礎にして

判断しております。 

 

 (6)その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

(6)その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6)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 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金

及び要求払預金のほか取得日

より３ケ月以内に満期日が到

来する定期性預金、取得日よ

り３ケ月以内に満期日が到来

する流動性の高く、容易に換

金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少のリスクし

か負わない短期的な投資であ

ります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金及び

要求払預金のほか取得日より

３ケ月以内に満期日が到来す

る定期性預金、取得日より３

ケ月以内に満期日が到来する

流動性の高く、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少のリスクしか負

わない短期的な投資でありま

す。 
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会計処理の変更 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

――――― 

 

従来、販売費及び一般管理費に計上

していた代理店手数料及び販売促進費

について、当中間連結会計年度より売

上高から控除する方法に変更しまし

た。 

 この変更は、代理店及び広告主等の

売上先数の増加、取扱商材の増加及び

今後の事業展開を総合的に勘案した結

果、販売代理店としての位置付けが一

層明確になり、経営成績をより適切に

開示するために行ったものでありま

す。 

この変更により、従来の方法に比べ

売上高は447,899千円減少し、売上総利

益も同額減少いたしますが、販売費及

び一般管理費も同額減少するため営業

利益、経常利益、税金等調整前中間純

利益、中間純利益に与える影響はあり

ません。 

――――― 

 

 

追加情報 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

――――― 

 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

中間連結会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従い法

人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

5,406千円増加し、営業利益、経常利

益、税金等調整前中間純利益が、5,406

千円減少しております。 

――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成16年12月31日) 

 
※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
3,549千円

  

※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
23,159千円

 

※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
66,211千円

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

※１   ――――― 

 
 

※１ 固定資産売却益の内容は、  
次の通りであります。 

土  地 8,205千円

ソフトウェア 1,834千円

合  計 10,039千円
 

※１   ――――― 

 

 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 1,564千円

ソフトウエア 24,304千円

合  計 25,868千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 1,783千円

 
 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 11,461千円

工具器具及び備品 927千円

ソフトウエア 51,681千円

合  計 64,069千円
 

※３   ――――― 

 
 

※３ 固定資産売却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 21,638千円

土  地 3,099千円

合  計 24,738千円
 

※３   ――――― 

 

 

 

 

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,291,506千円 

現金及び現金同等物 2,291,506千円 
 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,651,797千円

現金及び現金同等物 2,651,797千円
 

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 

現金及び預金勘定 1,477,947千円

現金及び現金同等物 1,477,947千円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

  
工具器具
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

 
 

36,774  3,890 40,665 

減価償却 
累計額 
相当額 

 

 
 

22,822  1,686 24,508 

中間期末 
残高 
相当額 

 

 
 

13,952  2,204 16,157 

 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 
工具器具
及び備品
(千円)

ソフト
ウエア
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額 

94,803 5,564 100,368

減価償却 
累計額 
相当額 

62,215 3,754 65,969

中間期末 
残高 
相当額 

32,588 1,810 34,398

 

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

  
工具器具
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計
(千円)

取得価額 
相当額 

 
 

80,083  3,890 83,974

減価償却 
累計額 
相当額 

 

 
 

57,743  2,075 59,819

期末 
残高 
相当額 

 

 
 

22,339  1,815 24,154

 

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 9,731千円 

１年超 6,985千円 

合計 16,716千円 
 

１年内 14,953千円

１年超 20,079千円

合計 35,032千円
 

１年内 16,290千円

１年超 8,745千円

合計 25,035千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 5,688千円 

減価償却費相当額 5,317千円 

支払利息相当額 321千円 
 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 11,204千円

減価償却費相当額 10,550千円

支払利息相当額 449千円
 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 14,732千円

減価償却費相当額 13,818千円

支払利息相当額 702千円
 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額

を零とする定額法によっておりま

す。 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については利息法

によっております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

２    ――――― 

 

 

 

 

 
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 

１年内 2,492千円

１年超 7,477千円

合計 9,969千円
 

２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

 

１年内 3,850千円

１年超 9,556千円

合計 13,407千円
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 (有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 965,333 1,927,964 962,630 

計 965,333 1,927,964 962,630 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 230,000 

 非上場債券 277,500 

計 507,500 

 

当中間連結会計期間末(平成17年６月30日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 869,306 906,223 36,917 

計 869,306 906,223 36,917 

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、 

投資有価証券評価損401千円を計上しております。 

 

２ 時価評価されてない主な有価証券の内容 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 291,973 

計 291,973 
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前連結会計年度(平成16年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 1,215,200 1,407,322 192,122 

計 1,215,200 1,407,322 192,122 

 

２ 時価評価されてない主な有価証券の内容 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 239,973 

非上場債券 277,500 

計 517,473 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「電子メール広告配信サービス事業」の割合が、いずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「インターネット広告事業」の割合が、いずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「インターネット広告事業」の割合が、いずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間において、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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間において、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16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度において、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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり純資産額 54,662円 58銭 46,055円 89銭 48,647円 83銭

１株当たり中間(当期)純利益 1,069円 38銭 1,377円 08銭 3,035円 76銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

1,057円 87銭 1,370円 70銭 3,012円 37銭

  当社は、平成16年２月20日

付をもって普通株式１株を５

株に分割しております。な

お、前期首に当該株式分割が

行なわれたと仮定した場合に

おける１株当たり情報は以下

の通りとなります。 
前中間連結会

計期間 

前連結会計年

度 

１株当たり 

純資産額 

45,850円11銭 

 

１株当たり 

中間純利益 

377円99銭 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益の

金額について

は、希薄化効

果を有してい

る潜在株式が

ないため、記

載しておりま

せん。 

１株当たり 

純資産額 

50,152円42銭 

 

１株当たり 

当期純利益 

2,800円80銭 

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

2,785円12銭 

 

 

 

  
 

  当社は、平成16年２月20

日付をもって普通株式１株

を５株に分割しておりま

す。なお、前期首に当該株

式分割が行なわれたと仮定

した場合における１株当た

り情報は以下の通りとなり

ます。 

 

１株当たり純資産額 

50,152円42銭 

 

１株当たり当期純利益 

2,800円80銭 

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

2,785円12銭 
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 (注) １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、下記の通りであり

ます。 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 88,717 122,256 256,478

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 

――――― ――――― ――――― 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益（千円） 
88,717 122,256 256,478

普通株式の 

期中平均株式数（株） 

期中平均発行済株式数 83,921

期中平均自己株式数 △960

期中平均株式数 82,961
 

期中平均発行済株式数 89,545

期中平均自己株式数 △765

期中平均株式数 88,780
 

期中平均発行済株式数 85,335

期中平均自己株式数 △849

期中平均株式数 84,486
 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 

   

 中間(当期)純利益調整額 

（千円） 

――――― ――――― ――――― 

 普通株式増加数（株） 903 413 656 

  （うち自己株式取得方式による

ストックオプション） 

(309) (129) （218)

  （うち新株予約権） (594) （284) （438)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

平成16年３月19日定時株主
総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権方式） 
潜在株式の数 

2,000株（上限） 
払込金額 
 平成16年３月19日の定時
株主総会終了後に開催され
る取締役会において定め
る。 
行使期間 
 平成17年４月１日から 
 平成21年３月31日まで 

――――― ――――― 
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

(1) 株式会社マグフォースの吸収合併 

当社は、平成16年７月14日開催の取締

役会において、連結子会社である株式

会社マグフォースをグループ経営の効

率化と事業基盤の強化を図ることを目

的として吸収合併することを決議し、

同日、合併契約を締結いたしました。

当社は商法第413条ノ３第１項（簡易合

併）の規定により商法第408条第１項に

規定する合併契約書承認の株主総会を

開催いたしません。 

なお、株式会社マグフォースにおきま

しては、平成16年７月29日開催の臨時

株主総会において、同合併契約書の承

認を受けております。 

①合併期日 

平成16年９月１日 

②合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併（簡易

合併）による新たに新株を発行しない

方式で、株式会社マグフォースは解散

いたしました。 

③合併比率 

該当事項はありません。 

④合併交付金 

該当事項はありません。 

⑤財産の引継 

合併期日における株式会社マグフォー

スの資産・負債及び権利義務一切を引

継ぎいたしました。なお、株式会社マ

グフォースの平成16年６月30日の財政

状態は、次の通りであります。 

流動資産 25,178千円 

固定資産 563千円 

資産合計 25,741千円 

流動負債 24,204千円 

固定負債 ― 千円 

負債合計 24,204千円 
  

――――― (1) 連結子会社株式会社イースマイの

合併 

連結子会社である株式会社イースマイ

は、平成17年２月９日開催の取締役会

において、株式会社ネクストに吸収合

併されることを決議し、同日、合併契

約書を締結いたしました。株式会社イ

ースマイは、平成17年２月24日開催の

臨時株主総会において、同合併契約書

の承認を受けております。なお、株式

会社ネクストは、商法第413条ノ３第

１項（簡易合併）の規定により商法第

408条第１項に規定する合併契約書承

認の株主総会を開催いたしません。 

①合併期日 

平成17年４月１日 

②合併方式 

株式会社ネクストを存続会社とする吸

収合併（簡易合併）による方式で、株

式会社イースマイは解散いたします。

③合併に際して発行する株式及び割当

株式会社ネクストは、合併に際して普

通株式1,428株を発行し、合併期日前

日の最終の株式会社イースマイの株主

名簿に記載された株主に対して、その

所有する株式会社イースマイの普通株

式１株につき、株式会社ネクストの株

式3.5株の割合をもって割当交付しま

す。 

④合併交付金 

該当事項はありません。 

⑤財産の引継 

株式会社ネクストは合併期日における

株式会社イースマイの資産・負債及び

権利義務一切を引継ぎする予定です。

なお、株式会社イースマイの平成16年

12月31日現在の財政状態及び発行済株

式総数は、次のとおりで あります。 

イ）財政状態 

流動資産     74,927千円 

固定資産      3,207千円 

資産合計     78,135千円 

流動負債     17,710千円 

固定負債      ― 千円 

負債合計     17,710千円 

ロ）発行済株式総数    408株 

 

 



-34-

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

(2) 株式会社パワーフォーメーション

との株式交換及び株式会社サンプラン

ニングの子会社化 

当社は、平成16年８月16日開催の取締

役会において事業の拡大を図ることを

目的として、株式会社パワーフォーメ

ーションを完全子会社化する株式交換

を決議し、同日、株式交換契約を締結

いたしました。当社は商法第358条第１

項（簡易株式交換）の規定により商法

第353条第１項に規定する株式交換契約

書承認の株主総会を開催いたしませ

ん。 

なお、株式会社パワーフォーメーショ

ンにおきましては、平成16年８月26日

開催の臨時株主総会において、同株式

交換契約書の承認を受けております。 

また、同株式交換に伴い、株式会社パ

ワーフォーメーションの子会社である

株式会社サンプランニング（持株比率

67.0％）が当社の子会社となります。 

①株式交換契約の概要 

イ）株式交換の内容 

当社は、株式会社パワーフォーメ

ーションと商法第352条ないし第

363条に規定する方法により株式

交換を行います。 

ロ）株式交換の日 

平成16年９月28日 

ハ）株式交換に際して発行する株式及

び割当て 

当社は、株式会社パワーフォーメーシ

ョンとの株式交換に際して、普通株式

4,200株を発行し、株式交換の日の前日

最終の株式会社パワーフォーメーショ

ンの株主名簿に記載された株主に対し

て、その所有する株式会社パワーフォ

ーメーションの普通株式１株につき当

社の株式3.4146株の割合をもって割当

交付します。 

 

 

⑥株式会社ネクストの概要 

イ)主な事業の内容 

不動産ポータルサイトの企画・運営

事業 

ロ)売上高及び当期純利益 

（平成16年3月） 

売上高    1,006,193千円 

当期純利益    22,969千円 

ハ)資産、負債、資本の状況 

   （平成16年3月31日現在） 

資産合計        657,558千円 

負債合計        351,035千円 

資本合計       306,523千円 

ニ)発行済株式総数 

（平成16年3月31日現在） 

           71,583株 

 

(2) ストックオプションとしての新株

予約権付与の件 

当社は、平成17年２月18日開催の取締

役会において、平成16年３月19日開催

の第5期定時株主総会で承認されまし

た商法第280条ノ20及び同第280条ノ21

の規定に基づくストックオプションと

して発行する新株予約権について、具

体的な発行内容を決定し、平成17年２

月28日に以下のとおり発行いたしまし

た。 

①新株予約権の発行日 

平成17年２月28日 

②新株予約権の発行数 

1,984個（新株予約権１個につき１

株） 

③新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

④新株予約権の目的となる株式の種類

及び数 

当社普通株式1,984株 

⑤新株予約権の行使に際しての払込金

額 

１株当たり161,479円 

なお、新株予約権発行後に、当社が株

式分割又は株式併合を行うときは、次

の算式により1株当たり払込金額を調

整し、調整により生ずる1円未満の端

数は切り上げる。 

調整後1株当たり払込金額＝ 

1 
調整前1株当たり
払込金額 

× 分割又は併合の
比率 

⑥新株予約権の行使期間 

平成18年４月1日から平成21年３月31

日まで 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

ニ）増加すべき資本金及び資本準備金

の額 

株式交換により資本金は増加しな

いものとし、増加すべき資本準備

金の額は、株式交換日に株式会社

パワーフォーメーションに現存す

る純資産額であります。 

②株式会社パワーフォーメーションの

概要 

イ）主な事業内容 

広告代理店業 

ロ）売上高及び当期純利益 

（自平成16年２月１日 至平成16年６

月30日） 

１月末日決算であるため２月１日から

６月30日までの金額を記載しておりま

す。 

売上高       557千円 

当期純利益   △2,467千円 

ハ）資産、負債及び資本の状況 

（平成16年６月30日現在） 

資産合計    34,408千円 

負債合計     2,037千円 

資本合計    32,371千円 

③株式会社サンプランニングの概要 

イ）主な事業内容 

求人広告代理店業 

ロ）売上高及び当期純利益 

（自平成15年４月１日 至平成16年３

月31日） 

売上高    4,307,143千円 

当期純利益    2,265千円 

ハ）資産、負債及び資本の状況 

（平成16年３月31日現在） 

資産合計   2,354,186千円 

負債合計   2,265,290千円 

資本合計    88,895千円 

 ⑦新株予約権の行使の条件 

イ）新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社又は当社の関

係会社の取締役、監査役若しくは

従業員の地位を有していることを

要する。 

ロ）新株予約権者の相続人による新株

予約権の行使は認められない。 

ハ）その他の条件は、当社第5期定時

株主総会及び平成17年２月18日開

催の取締役会決議に基づき、当社

及び当社の関係会社の取締役及び

従業員との間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定めるところ

による。 

⑧新株予約権の行使により株券を発行

する場合の当該株券の発行価額のうち

の資本組入額 

１株当たり80,740円 

⑨新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権を譲渡するには、取締役

会の承認を要する。 

 

(3) ストックオプション制度の採用 

当社は、平成17年３月24日開催の第6

期定時株主総会において商法第280条

ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権方式によるストックオプ

ション制度の採用につき承認を受けま

した。 

当該制度の内容は、次のおとりであり

ます。 

①新株予約権の割当を受ける者 

当社並びに当社の関係会社の取締役、

監査役、従業員及び社外協力者。（以

下「対象者」という。） 

②新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

当社普通株式2,000株を総株数の上限

とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式

分割又は株式併合を行うときは、次の

算式により目的たる株式の数を調整す

る。但し、かかる調整は、新株予約権

のうち当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果1株未満

の端数が生じる場合はこれを切り捨て

る。 

調整後株式数 

＝調整前株式数×分割又は併合の比率
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

  また、当社が他社と吸収合併又は新設

合併を行い新株予約権が承継される場

合、当社が他社と株式交換を行い当社

が完全親会社となる場合、又は、当社

が新設分割若しくは吸収分割を行う場

合、当社は目的たる株式の数の調整を

行うことができる。 

③発行する新株予約権の総数 

2,000個を上限とする。(新株予約権1

個当たりの目的たる株式の数は1株と

し、②に定める調整を行った場合は、

同様に調整する。) 

④新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

⑤新株予約権の行使に際して払込をす

べき金額 

各新株予約権１個当たりの払込金額

は、次により決定される1株当たりの

払込金額（以下「１株当たり払込金

額」という。）に新株予約権1個当たり

の目的たる株式数を乗じた金額とす

る。 

１株当たり払込金額は、新株予約権発

行日の属する月の前月の各日(取引が

成立しない日を除く。)の大阪証券取

引所における当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値に1.05

を乗じた金額とし、1円未満の端数は

切り上げる。但し、当該金額が新株予

約権発行日の前営業日（当日に取引が

ない場合は、その日に先立つ直近日）

の終値を下回る場合は、新株予約権発

行日の前営業日の終値とする。 

なお、新株予約権発行後に、当社が株

式分割又は株式併合を行うときは、次

の算式により1株当たり払込金額を調

整し、調整により生ずる1円未満の端

数は切り上げる。 

調整後1株当たり払込金額＝ 

1 
調整前1株当たり
払込金額 

× 分割又は併合の
比率 

⑥新株予約権を行使することができる

期間 

平成19年4月1日から平成24年3月31日

までとする。 

⑦新株予約権の行使の条件 

イ）対象者のうち、当社並びに当社の

関係会社の取締役、監査役及び従

業員は、新株予約権の行使時にお

いて、当社並びに当社の関係会社

の取締役、監査役、従業員又は社

外協力者であることを要する。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

  ロ）対象者のうち、社外協力者は、新

株予約権の行使時において、社外

協力者若しくは当社並びに当社の

関係会社の取締役、監査役又は従

業員であることを要する。 

ハ）対象者の相続人による新株予約権

の行使は認められない。 

ニ）その他の条件は、取締役会決議に

より決定する。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

イ）当社が消滅会社となる合併契約書

が株主総会で承認された場合、又

は当社が完全子会社となる株式移

転若しくは株式交換の議案が株主

総会で承認された場合、当社は新

株予約権を無償で消却することが

できる。 

ロ）対象者がその行使の条件を充足し

なくなったことにより、新株予約

権の全部又は一部につき行使でき

なくなった場合、当該新株予約権

を無償で消却することができる。

⑨新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役

会の承認を要する。 

⑩細目事項 

新株予約権に関する細目事項は、取締

役会決議により決定する。 
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移  

平成１６年１２月期（連結） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

16年１月～16年３月 16年４月～16年６月 16年７月～16年９月 16年10月～16年12月

 千円 千円 千円 千円 

売 上 高 1,514,625 1,018,876 1,940,239 2,155,870 

営 業 利 益 58,478 26,603 77,193 172,167 

経 常 利 益 54,079 26,834 70,282 170,103 

税金等調整前当期純利益 52,764 113,628 80,773 154,885 

当 期 純 利 益 28,915 59,802 72,673 95,087 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

１株当たり当期純利益 349 27 720 84 870 63 1,095 02 

 千円 千円 千円 千円 

総 資 産 5,388,131 5,391,502 6,734,695 6,079,026 

株 主 資 本 4,445,818 4,563,778 4,404,005 4,320,170 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

１ 株 当 た り 株 主 資 本 53,570 53 54,662 58 50,196 68 48,647 83 

 千円 千円 千円 千円 

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △181,350 196,347 △862 147,807 

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △1,777 △150,647 △225,552 99,216 

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △35,013 13,290 △435,313 △398,854 

現金及び現金同等物期末残高 2,232,515 2,291,506 1,787,119 1,477,947 

 

平成１６年１２月期（個別） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

16年１月～16年３月 16年４月～16年６月 16年７月～16年９月 16年10月～16年12月

 千円 千円 千円 千円 

売 上 高 1,459,719 966,714 924,500 1,030,213 

営 業 利 益 56,452 28,906 34,820 72,036 

経 常 利 益 52,633 29,659 34,997 77,273 

税 引 前 当 期 純 利 益 51,319 116,453 27,513 85,248 

当 期 純 利 益 30,372 62,554 41,543 56,796 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

１株当たり当期純利益 366 87 754 02 496 29 646 72 

 千円 千円 千円 千円 

総 資 産 5,348,934 5,357,422 4,946,517 4,699,607 

株 主 資 本 4,453,390 4,574,103 4,382,624 4,263,215 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

１ 株 当 た り 株 主 資 本 53,661 78 54,786 25 49,952 98 48,006 48 
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平成１７年１２月期（連結） 

第１四半期 第２四半期   
 

17年１月～17年３月 17年４月～17年６月   

 千円 千円   

売 上 高 2,055,977 1,675,857   

営 業 利 益 172,259 21,652   

経 常 利 益 213,737 28,098   

税金等調整前当期純利益 213,737 50,421   

当 期 純 利 益 92,123 30,133   

 円  銭 円  銭   

１株当たり当期純利益 1,037 34 339 74   

 千円 千円   

総 資 産 6,489,158 5,760,674   

株 主 資 本 4,379,049 4,026,205   

 円  銭 円  銭   

１ 株 当 た り 株 主 資 本 49,255 38 46,055 89   

 千円 千円   

営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 392,429 3,009   

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △32,270 1,138,869   

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △40,098 △288,088   

現金及び現金同等物期末残高 1,798,006 2,651,797   

 

平成１７年１２月期（個別） 

第１四半期 第２四半期   
 

17年１月～17年３月 17年４月～17年６月   

 千円 千円   

売 上 高 831,561 732,216   

営 業 利 益 57,374 372   

経 常 利 益 61,156 7,109   

税 引 前 当 期 純 利 益 61,156 44,856   

当 期 純 利 益 35,120 27,400   

 円  銭 円  銭   

１株当たり当期純利益 395 47 308 76   

 千円 千円   

総 資 産 4,780,908 4,306,609   

株 主 資 本 4,264,975 3,903,308   

 円  銭 円  銭   

１ 株 当 た り 株 主 資 本 47,972 27 44,650 06   

 

 


