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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第６期より連結財務諸表を作成しておりますが、第７期及び第８期は連結対象会社が存在しなくなったた

め、連結財務諸表は作成しておりません。 

３ 第９期より連結子会社として株式会社サイバージョイを設立したことにより、連結財務諸表を作成しており

ます。 

４ 第９期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式がない

ため、記載しておりません。 

５ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。 

６ 証券取引法第193条の２に基づき、第９期の連結財務諸表については三優監査法人、第10期及び第11期の連

結財務諸表についてはあずさ監査法人の監査を受けております。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高 （千円） ― ― 3,304,594 6,290,941 5,421,769 

経常利益 （千円） ― ― 505,565 1,141,775 914,487 

当期純利益 （千円） ― ― 589,994 1,241,849 874,898 

純資産額 （千円） ― ― 2,727,596 5,664,588 6,542,284 

総資産額 （千円） ― ― 3,331,545 6,453,912 7,341,276 

１株当たり純資産額 （円） ― ― 265,640.53 476,015.86 549,536.73 

１株当たり当期純利

益 
（円） ― ― 57,459.55 107,808.76 73,520.87 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） ― ― ― 105,734.28 ― 

自己資本比率 （％） ― ― 81.9 87.7 89.1 

自己資本利益率 （％） ― ― 21.6 29.6 14.3 

株価収益率 （倍） ― ― 19.7 19.8 13.3 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） ― ― 673,064 910,712 1,057,934 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） ― ― △27,321 27,848 △217,943 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） ― ― ― 1,686,705 △10,800 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） ― ― 2,587,059 5,212,252 6,041,460 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
― 

(―) 

― 

(―) 

30 

(17) 

86 

(23) 

98 

(33) 



(2）提出会社の経営指標等 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高 （千円） 2,939,808 1,768,165 3,293,824 1,974,705 1,167,812 

経常利益 （千円） 1,445,845 594,778 507,209 286,772 500,356 

当期純利益又は当期

純損失（△） 
（千円） 1,337,929 △232,113 591,708 550,575 716,278 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） ― ― ― ― ― 

資本金 （千円） 8,060,325 566,685 566,685 1,410,038 1,410,038 

発行済株式総数 （株） 10,258 10,268 10,268 11,900 11,900 

純資産額 （千円） 16,740,916 2,137,602 2,729,311 4,975,029 5,694,105 

総資産額 （千円） 16,934,376 3,129,038 3,332,279 5,087,632 5,809,537 

１株当たり純資産額 （円） 1,632,623.01 208,180.98 265,807.47 418,069.67 478,261.13 

１株当たり配当額

（内１株当たり中間

配当額） 

（円） 
― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

１株当たり当期純利

益又は当期純損失

（△） 

（円） 130,478.79 △22,612.17 57,626.48 47,797.15 60,191.46 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） ― ― ― 46,877.42 ― 

自己資本比率 （％） 98.9 68.3 81.9 97.8 98.0 

自己資本利益率 （％） 8.0 ― 24.3 14.3 13.4 

株価収益率 （倍） 6.1 ― 19.6 44.8 16.3 

配当性向 （％） ― ― ― ― ― 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 1,839,912 △219,193 ― ― ― 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 140,714 109,633 ― ― ― 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 2,250 △14,371,200 ― ― ― 

現金及び現金同等物

の期末残高 
（千円） 16,412,076 1,931,315 ― ― ― 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
43 

(16) 

37 

(7) 

30 

(17) 

27 

(22) 

38 

(32) 



 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第７期及び第８期の持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関連会社がないため

記載しておりません。第９期、第10期及び第11期は連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。

３ 第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当期純損失が計上されているため記載しており

ません。第７期、第９期及び第11期は希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 第８期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

５ 第８期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

６ 第９期、第10期及び第11期のキャッシュ・フローについては、連結財務諸表を作成しているため記載してお

りません。 

７ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。 

８ 証券取引法第193条の２に基づき、第７期の財務諸表については三優監査法人及び監査法人ナカチ、第８期

及び第９期の財務諸表については三優監査法人、第10期及び第11期の財務諸表についてはあずさ監査法人の

監査を受けております。 



２【沿革】 

年月 概要 

平成７年10月 株式会社クレイフィッシュとして東京都渋谷区神南一丁目11番５号に設立（資本金10,000千円） 

平成８年３月 東京インターネット株式会社と業務提携・TokyoWeb（ホスティングサービス）運用開始 

平成８年10月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿二丁目５番12号に移転 

平成９年４月 ITOCHU Technology Inc.と業務提携・ホスティングサービス運用開始 

  業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿五丁目10番15号に移転 

平成10年５月 株式会社光通信と業務提携・ヒットメール（インターネット総合サービス）運用開始 

平成10年11月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区新宿二丁目19番13号に移転 

平成11年３月 株式会社光通信の子会社となる 

平成11年11月 業容拡大に伴い、本店を東京都新宿区西新宿三丁目７番１号に移転 

平成12年３月 米国Nasdaq National Marketに米国預託株式（以下「ADS」という）を登録 

  東京証券取引所マザーズに上場 

平成12年11月 株式会社光通信と業務提携を解消 

平成12年12月 イントラネッツ株式会社を子会社とする 

平成13年２月 「ヒットメール」を「デスクウイング」に名称変更 

平成13年12月 本店を東京都豊島区池袋二丁目２番１号に移転 

平成14年１月 イントラネッツ株式会社を子会社から除外とする 

平成14年３月 日本ネットワークアソシエイツ株式会社とライセンスプログラム契約開始 

平成14年８月 株式会社コール・トゥ・ウェブと業務委託締結・デスクウイングのサポート業務委託開始 

平成14年９月 
グローバルメディアオンライン株式会社と業務委託締結・デスクウイングの開発・運用・請求業

務委託開始 

平成14年10月 本店を東京都豊島区池袋二丁目16番13号に移転 

平成15年２月 ソフトウエア事業の開始 

平成15年３月 本店を東京都豊島区南池袋二丁目49番７号に移転 

平成15年３月 広告メディアの販売事業の開始 

平成15年９月 ハードウエア事業の開始 

平成15年９月 本店を東京都豊島区南池袋一丁目16番15号に移転 

平成15年10月 子会社、株式会社サイバージョイを設立 

平成15年11月 米国Nasdaq National MarketのADSを登録廃止 

平成16年８月 米国集団訴訟の終結 

平成16年12月 株式会社ファイブエニー、株式会社ファーストチャージを子会社化 

平成17年１月 ハードウエア事業の撤退 

平成17年９月 ソフトウエア事業営業譲渡 

平成18年２月 「e-まちタウン株式会社」へ商号変更 



３【事業の内容】 

 当社グループの事業内容は、メディア広告事業、サーバー事業を主たる業務としております。 

 当社の事業系統図は、以下のとおりです。 

企業名 事業の区分 事業の内容 

当社 

・メディア広告事業 

・サーバー事業 

・その他 

・インターネット広告の販売等 

・デスクウイング事業等 

・ホームページ作成業務等 

㈱ファイブエニー ・メディア広告事業 ・インターネット広告の販売等 

㈱ファーストチャージ ・メディア広告事業 ・インターネット広告の販売等 

㈱サイバージョイ ・メディア広告事業 ・インターネット広告の販売等 

㈱シーク ・メディア広告事業 ・インターネット広告の販売等 



４【関係会社の状況】 

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

２ 有価証券報告書提出会社であります。 

３ 特定子会社であります。 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員は就業人員であり、臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員を概数で記載しております。 

２ 全社・共通として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しておりま

す。 

３ 従業員数が前連結会計年度末に比べ18名増加しておりますが、この主な理由は、メディア広告事業による営

業力の強化と拡大によるものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

２ 臨時従業員には、アルバイト及び派遣社員を含んでいます。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有又は
被所有割合（％） 

関係内容 

（親会社）           

㈱光通信 

（注）１、２ 
東京都豊島区 54,095 情報通信サービス業 

75.7 

(5.4) 
役員の兼任あり 

（連結子会社）           

㈱ファイブエニー 

 （注）３ 

東京都豊島区 490 メディア広告事業 100 役員の兼任あり 

㈱ファーストチャージ 

（注）３ 

東京都豊島区 200 メディア広告事業 100 役員の兼任あり

㈱サイバージョイ 東京都豊島区 10 メディア広告事業 100 役員の兼任あり 

㈱シーク 東京都豊島区 10 メディア広告事業 100 

(100.0) 

役員の兼任あり 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

メディア広告事業 80 (29) 

サーバー事業 1 (―) 

その他 ― (―) 

全社・共通 17 (4) 

合計 98 (33) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

38（32） 29.7 2.8 4,100 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 わが国のインターネット環境は、総務省の発表によりますと、平成18年３月時点でブロードバンドの契約数が

2,330万件（前年同月比19.1％増加）、インターネット利用世帯に占めるブロードバンドの普及率が65.0％となる

ほか、携帯電話等によるインターネット接続サービスの普及率が57.0％に達するなど、ブロードバンド化、モバイ

ル化が進展しております。また最近のインターネット利用動向として、ブログやソーシャルネットワーキングサー

ビスなど、個人が容易に情報発信できる消費者参加型のインターネットメディアの利用者が拡大しており、こうし

たインターネットの利用目的やサービスの多様化によって、インターネットの利用時間や利用頻度、利用機会が今

後も増加し、インターネット広告やEコマースをはじめとしたインターネット市場は引き続き高い成長性を維持す

ると思われます。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、顧客満足度、広告効果、独自性を追求した「Only one

インターネットメディア企業群」を目指し、地域密着型ポータルサイト（e-まちタウン）をはじめとしたインター

ネット・モバイルメディアにおけるサービス・コンテンツの拡充やユーザビリティーの向上によりアクセス数、利

用者数の増加に努め、メディア価値の向上を図りました。また広告販売においては営業人員の増加や販売網の拡大

による営業力の強化、他社メディアの取扱数拡大等による商品力の強化を行うなど「メディア広告事業」を主軸と

した収益モデルを確立すべく活動してまいりました。 

 「メディア広告事業」におきましては、主力事業を目指す自社媒体(e-まちタウン)のメディア価値を向上させる

目的として、利便性の高い豊富なコンテンツを保有する企業との事業提携により、ホテル予約やタクシー情報検

索、「花火大会」や「味覚狩り」といった季節のおでかけ情報、ドラマ・ロケ地ガイドなど、引き続きコンテン

ツ・サービスの拡充を行ってまいりました。また、ユーザビリティーの向上や、ユーザーによる情報提供、ユーザ

ー同士の情報交換を活性化させる仕組み作りを積極的に行い、地域に特化した情報の密度を高め、且つ鮮度を向上

させると共に、ユーザー数及び総PV数の増加に努めてまいりました。これらの結果、2006年9月の総PVは3,153万PV

と、過去最高のアクセス数となりました。株式会社ファイブエニーは、自社が運営するモバイルメディア（主力媒

体名：「colomo(コロモ)」等）のコンテンツ内容の充実を行い、会員数の増加に努めると共に、新たなモバイルメ

ディア（媒体名：i-mode公式コンテンツ「竜創騎兵ドラグーンINSPIR（ドラグーン）」等）のリリースも行ってま

いりました。また、メディアレップとして自社媒体の広告枠だけではなく、他社媒体の広告枠の取扱数も強化し、

市場のニーズに対応してまいりました。株式会社ファーストチャージは、広告代理店として株式会社ファイブエニ

ーと連携を取りながら、広告クライアントが満足する広告枠の提案及び販売を行ってまいりました。また、広告効

果測定システム「Hit Gate（ヒットゲート）」によるアフィリエイト広告の販売も強化し、さらに今後の営業力の

強化と拡大を目的として、引き続き人員の増加を行ってまいりました。以上の結果、メディア広告事業の売上高は

4,609百万円（前年度比：4.0％増）、営業利益は439百万円（前年度比：25.2％減）となりました。 

 「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」のメールサーバーの増築や迷惑メール対策等を

実施し顧客満足度の向上を目指すことでより強固で継続的な取引関係の構築に努めてまいりました。また、同商品

への新規加入の促進にも努めましたが、顧客数は漸減しております。以上の結果、サーバー事業の売上高は809百

万円（前年度比：15.0％減）、営業利益は543百万円（前年度比：11.5％減）となりました。 

 以上の事業活動を行った結果、当連結会計年度における連結売上高は5,421百万円（前年度比：13.8％減）、営

業利益は895百万円（前年度比：15.6％減）、当期純利益は874百万円（前年度比：29.5％減）となりました。 

 単体における当事業年度の売上高は1,167百万円（前年度比：40.9％減）、営業利益は294百万円（前年度比：

3.8％減）、当期純利益は716百万円（前年度比：30.1％増）となりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 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、期首残高に比べ829百万円増加

し、6,041百万円（前連結会計年度は5,212百万円）となりました。 

 各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,057百万円の収入（前連結会計年度は910百万円の収入）となりまし

た。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、217百万円の支出（前連結会計年度は27百万の収入）となりました。

これは主に、前連結会計年度において実施した商品販売事業譲渡代金の回収による収入166百万円、投資事業有

限責任組合への出資による支出400百万円、子会社株式追加取得による支出32百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10百万円の支出（前連結会計年度は1,686百万円の収入）となりまし

た。これは、連結子会社である株式会社ファーストチャージにおいて実施した配当金の支出によるものでありま

す。 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

  百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 910 1,057 

投資活動によるキャッシュ・フロー 27 △217 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,686 △10 

現金及び現金同等物の期末残高 5,212 6,041 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社の業務は、インターネット総合サービスであり、生産は行っておりませんので、記載事項はありません。 

(2）受注実績 

 当社は受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載事項はありません。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 従来の「商品販売事業」は、前連結会計年度において商品販売事業から撤退したことによりセグメント区分

から除外しております。 

４ 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は次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当社グループは、当連結会計年度に実施した各事業の施策を今後も継続し、積極的に収益の拡大を目指してまいり

ます。 

 「メディア広告事業」におきましては、自社媒体（e-まちタウン）のユーザビリティーの向上や、新しいコンテン

ツの拡充や既存コンテンツの見直しを実施する事で利用者の促進及びリピーター数の増加を図り、メディア価値の向

上を目指してまいります。並行して、全国に広がる271のe-まちタウンサイトの運営、MyPage等の広告販売を行う代

理店の開拓も積極的に行ってまいります。また、モバイルメディア（モバイルローテーション、colomo（コロモ）な

ど）のプロモーション活動や露出頻度を高める事で会員数の増加を目指すとともに、当該モバイルメディアの利用者

が満足するような充実したコンテンツを積極的に取り揃えてまいります。広告販売におきましては、広告効果測定シ

ステム「Hit Gate（ヒットゲート）」によるアフィリエイト広告における収益の拡大や、今後も継続して人員の増加

による営業力の向上を図るとともに、人材育成の強化等も行ってまいります。 

 「サーバー事業」におきましては、「デスクウイング」等のサービス内容の充実及び解約率の低下に努めるととも

に、顧客満足度の向上を目指し、収益の安定化に注力してまいります。 

事業の種類別セグメント 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

メディア広告事業 4,609 104.0 

サーバー事業 809 85.0 

その他事業 2 45.9 

合計 5,421 86.2 

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％） 

株式会社アイ・イーグループ 763 12.1 148 2.8 

株式会社ＡＰＥＸホールディングス ― ― 564 10.4 



４【事業等のリスク】 

 当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。当

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

れる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項についても以下に開示しております。当社グループは、

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防および発生時の対応に努めてまいりますが、当社グル

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

皆様ご自身で行って頂くようお願い申し上げます。その他のリスク及び現在当社グループが把握していない条件並び

に実在していないと思われる不確定条件も当社グループの業務を害することがあり得ますのでご留意ください。 

 また、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。 

１．インターネット市場に関わるリスクについて 

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

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

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

社グループの各事業に影響を及ぼすことが予想されます。 

２. 新規事業に関するリスク 

 当社グループは、今後、新規事業、M&A及び事業の買収・投資等を行う可能性もあります。当社グループは収益

の向上のため、最善を尽くしておりますが、新しい事業戦略が成功する保証は無く、損失を被る可能性もありま

す。仮に短期において、利益を計上することに成功したとしても、長期において収益を計上し続けられる保証はあ

りません。 

３．第三者への依存 

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

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

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

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

４．顧客ベースを維持できない場合及び効果的な販売経路の開拓ができない場合のリスク 

 当社のサーバー事業では（主力商品名：「デスクウイング」）顧客維持及び新規顧客の開拓に今後の当該経営成

績がかかっております。当社は既存顧客の解約率低下のために、最善を尽くしておりますが、当社が解約率を下げ

ることができず、また、「デスクウイング」の新規顧客の獲得が難しい場合、当社の収益率の維持・向上は困難に

なると予想されます。  

５．市場での競争に関するリスク 

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

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

く、IT業界においてより確立した地位を築いております。当社は、新しいサービスプランの導入や新しい割引制度

の適用など、競争力の強化を図っておりますが、現在、これらの競合企業の中には、当社と同様のサービスをより

安価で提供している企業もあり、当社がこの業界で競争力を維持することが困難になるかもしれません。 

６．システムの誤作動・機能停止の可能性に関するリスク 

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

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

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

７．個人情報漏洩に関するリスク 

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

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

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

す。 



８. 当社の取締役及び重要な使用人を失った場合のリスク 

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

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

今後採用できない場合、当社グループの業務に影響を及ぼす可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 経営上の重要な契約等は次のとおりであります。 

(1）株式会社アイ・イーグループ 

(2）ＧＭＯインターネット株式会社 

(3）株式会社コール・トゥ・ウェブ 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

契約の名称 地域密着型メディア事業等に関するSC基本契約 

相手先 株式会社アイ・イーグループ 

主な契約内容 「e-まちタウン」事業のフランチャイズ展開に関するパートナーシップ契約 

締結年月日 平成17年６月１日 

契約期間 

平成17年６月１日から平成18年５月31日 

（但し、期間満了３ヶ月前までにいずれかの当事者から別段の意思表示がない場合には１年ごと

の自動更新） 

契約の名称 業務委託基本契約書 

相手先 ＧＭＯインターネット株式会社 

主な契約内容 デスクウイングに関する開発・運用・請求業務を委託 

締結年月日 平成14年９月30日 

契約期間 

平成14年９月１日から平成17年８月31日 

（但し、期間満了１ヶ月前までにいずれかの当事者から別段の意思表示がない場合には１年ごと

の自動更新） 

契約の名称 業務委託基本契約書 

相手先 株式会社コール・トゥ・ウェブ 

主な契約内容 デスクウイングに関するコールセンター業務の委託 

締結年月日 平成14年８月１日 

契約期間 

平成14年８月１日から平成19年７月31日 

（但し、期間満了１ヶ月前までにいずれかの当事者から別段の意思表示がない場合には１年ごと

の自動更新） 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）財政状態 

  当連結会計年度におきましては、引き続きキャッシュ・フロー経営を継続し、高い自己資本比率を維持しまし

た。これらの結果として、連結総資産は7,341百万円（前年同期比：13.7％増）、負債は798万円（前年同期比：

5.2％増）、純資産は6,542百万円（前年同期比：15.5％増）となりました。 

(2）経営成績 

 当連結会計年度におきましては、既存事業であるサーバー事業からメディア広告事業を主軸とした収益モデルを

確立すべく活動してまいりました。 地域密着型ポータルサイト（e-まちタウン）をはじめとしたインターネッ

ト・モバイルメディアにおけるサービス・コンテンツの拡充やメディア価値の向上、営業人員の増加や販売網の拡

大による営業力の強化、他社メディアの取扱数拡大等による商品力の強化を図りました。その結果、売上高は

5,421百万円（前年度比：13.8％減）、営業利益は895百万円（前年度比：15.6％減）となりました。営業外損益の

項目につきましては持分法投資利益13百万円を計上したこと等により、経常利益は914百万円（前年度比：19.9％

減）となりました。特別損益の項目につきましては、債務整理益28百万円等の計上により、税金等調整前当期純利

益は953百万円（前年度比：24.5％減）となり、当期純利益は874百万円（前年度比：29.5％減）となりました。 

 なお、事業別の分析は「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要」をご参照ください。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当期中に実施した設備投資の総額は７百万円であります。 

 設備投資のうち主なものは、メディア広告事業における新サービス用機器６百万円となっております。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 現在休止中の主要な設備はありません。 

(2）国内子会社 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成18年９月30日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 

建物 
工具器具及
び備品 

合計 

本社 

（東京都豊島区） 

メディア広告事業 

サーバー事業 

その他 

ネットワーク関連

設備 

本社設備 

2,256 10,249 12,505 38 

  平成18年９月30日現在

会社名 
事業所名 

 （所在地） 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（名） 

建物 
工具器具
及び備品 

合計 

㈱ファイブエニー 
 本社 

 （東京都豊島区） 

メディア

広告事業 

ネットワーク

関連設備 

 本社設備 

6,202 8,682 14,884 21 

㈱ファーストチャ

ージ 

  本社 

 （東京都豊島区） 

メディア

広告事業 

 ネットワーク 

 関連設備 

 本社設備 

517 759 1,277 39 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年12月22日定時株主総会決議（平成18年８月11日取締役会決議） 

 （注）１ 対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること

を要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りで

ない。 

２ 対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。 

３ 対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 

４ その他の条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 40,996 

計 40,996 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 11,900 11,900 
東京証券取引所 

マザーズ 

権利内容になんら限定の

ない当社における標準と

なる株式      

計 11,900 11,900 ― ― 

 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 240 240 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 240 240 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,070,370 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年８月28日 

至 平成23年８月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,070,370 

535,185 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の承認を要

する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



②平成17年12月22日定時株主総会決議（平成18年11月29日取締役会決議） 

 （注）１ 対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を保有していること

を要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定める正当な理由がある場合はこの限りで

ない。 

２ 対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。 

３ 対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 

４ その他の条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 平成13年９月30日 

ストックオプションの行使（平成12年10月１日～平成13年９月30日）による増加 

２ 平成13年12月20日 

欠損填補のため資本準備の取崩による減少 

３ 平成14年９月30日 

ストックオプションの行使（平成13年10月１日～平成14年９月30日）による増加 

４ 平成15年９月９日 

資本金及び資本準備金の有償減資による減少 

一株当たり払戻金額：1,400,000円 

５ 平成15年９月30日 

ストックオプションの行使（平成14年10月１日～平成15年９月30日）による増加 

６ 平成17年９月30日 

第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使（平成16年10月１日～平成17年９月30日）による増加 

 
新株予約権付与日現在 
（平成18年12月13日） 

新株予約権の数（個） 120 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 120 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,039,617 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年12月13日 

至 平成23年12月12日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及

び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1,039,617 

519,809 

新株予約権の行使の条件 （注） 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の

承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成13年９月30日 63 10,249 13,187 8,058,075 ― 19,414,237 

平成13年12月20日 ― ― ― ― △12,071,575 7,342,661 

平成14年９月30日 9 10,258 2,250 8,060,325 ― 7,342,661 

平成15年９月９日 ― ― △7,495,640 564,685 △6,879,560 463,101 

平成15年９月30日 10 10,268 2,000 566,685 2,000 465,101 

平成17年９月30日 1,632 11,900 843,353 1,410,038 851,788 1,316,890 



(4）【所有者別状況】 

(5）【大株主の状況】 

 （注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

  平成18年９月30日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 5 11 26 26 1 783 852 ― 

所有株式数

（株） 
― 455 99 9,160 483 1 1,702 11,900  ― 

所有株式数の

割合（％） 
― 3.83 0.83 76.97 4.06 0.01 14.3 100.00 ― 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

株式会社光通信  東京都豊島区南池袋１丁目16-15 8,369 70.33 

HTC Partners,L.P. 東京都豊島区南池袋１丁目16-15 600 5.04 

バイエリッシュ フエライ

ンスバンク アーゲー カ

スタマー アカウント  

（常任代理人 株式会社 

三菱東京UFJ銀行） 

AM SEDERANGER 5,MUNICH,F.R.GERMANY 

（東京都千代田区丸の内２丁目7-1） 

300 2.52 

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11-3 275 2.31 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目2-10 90 0.76 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口） 

東京都中央区晴海１丁目8-11 53 0.45 

石橋 一浩 千葉県船橋市 45 0.38 

株式会社コール・トゥ・ウ

ェブ 
東京都豊島区南池袋１丁目16-15 42 0.35 

平井 太郎 大阪府大阪市 38 0.32 

塚田 雅夫 東京都新宿区 37 0.31 

モルガン・スタンレー・ア

ンド・カンパニー・インタ

ーナショナル・リミテッド 

（常任代理人 モルガン・

スタンレー証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,LONDON E144QA ENGLAND

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20-3） 

37 0.31 

計 ― 9,886 83.08 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

275株

53株



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。  

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式   11,900 11,900 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 11,900 ― ― 

総株主の議決権 ― 11,900 ― 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約

権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成17年12月22日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年12月22日開催の当社第10回定時株主総会において特別決議され

たものであります。 

（注） 新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない

日を除く）における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未

満の端数は切り上げ）とする。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合

は、当該終値をもって払込金額とする。 

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場合、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成17年12月22日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役、従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 360株を総株数の上限とする 

新株予約権の行使時の払込金額 （注） 

新株予約権の行使期間 新株予約権発行日より２年後から３年間 

 新株予約権の行使の条件  

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子

会社の取締役もしくは従業員の地位を保有している

ことを要する。 

但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約

に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。 

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行

使することができる。 

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をす

ることができない。 

④その他の条件については、本総会取締役会決議に基

づき、対象者との間で締結する新株予約権付与契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 ― 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

３【配当政策】 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元をもっとも重要な経営課題として位置付けております。その基本方針とし

て、財務体質の維持、強固な経営基盤の構築及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、

収益状況に応じた利益還元を実施してまいります。当期の配当は遺憾ながら無配とさせて頂きます。 

 なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高最低株価は東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

最高（円） 850,000 1,550,000 1,960,000 3,890,000 2,430,000 

最低（円） 443,000 137,000 300,000 1,120,000 841,000 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,870,000 1,680,000 1,220,000 1,200,000 1,170,000 1,110,000 

最低（円） 1,510,000 1,070,000 980,000 841,000 890,000 920,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役社

長 
  島村 正顕 昭和44年１月５日生 

平成11年11月 株式会社光通信入社 

6 

平成11年12月 株式会社コール・トゥ・ウェブ

入社 

平成14年６月 当社取締役就任（現任） 

平成16年７月 当社代表取締役社長（現任） 

平成17年６月 株式会社サイバージョイ代表取

締役社長（現任） 

平成17年10月 株式会社ファイブエニー代表取

締役社長（現任） 

 株式会社シーク代表取締役（現

任） 

取締役会長   玉村 剛史 昭和45年７月16日生 

平成３年４月 株式会社光通信入社 

― 

平成８年11月 同社取締役 

平成11年11月 同社常務取締役 

平成12年11月 同社最高執行責任者（現任） 

平成13年９月 株式会社アイ・イーグループ代

表取締役社長 

平成13年11月 株式会社光通信副社長 

平成14年12月 株式会社ベストパートナー代表

取締役社長 

平成15年３月 株式会社ニュートン・フィナン

シャル・コンサルティング代表

取締役社長 

平成15年６月 株式会社光通信代表取締役社長

（現任） 

平成16年12月 当社取締役 

平成17年７月 株式会社ニュートン・フィナン

シャル・コンサルティング代表

取締役会長 

平成17年12月 当社取締役会長（現任） 

取締役 タウン事業部長 松井 英一 昭和45年７月13日生 

平成11年６月 株式会社光通信入社 

― 

平成13年６月 同社インターネット事業部シス

テム部課長 

平成14年６月 当社入社 

平成16年７月 当社コンシューマー事業部次長 

平成16年10月 当社タウン事業部次長 

平成17年４月 当社タウン営業部長 

平成17年10月 当社タウン事業部長（現任） 

平成17年12月 当社取締役就任（現任） 

取締役  営業本部長 大川 昭徳 昭和40年11月18日生 

 平成14年２月  株式会社光通信入社 

株式会社アイ・イーグループへ

出向 

TCS事業部東日本プロック北関

東エリア課長 

― 

 平成15年10月 株式会社ファーストチャージへ

出向 

モバイル広告事業本部INET広告

事業部長 

 平成16年７月 株式会社光通信SHOP事業本部戦

略企画部長 

 平成16年10月 株式会社オービーエム・ジャパ

ン代表取締役 

 平成16年11月 同社SHOP事業本部併売事業部長 

 平成17年４月 同社NW事業本部SHOP事業部AS営

業部長 

 平成17年10月 株式会社ファーストチャージ代

表取締役（現任） 

  
同社INETメディア広告事業部広

告直販部長 

 平成17年12月 当社取締役就任（現任） 

 平成18年12月 当社営業本部長就任（現任） 



 （注）１ 取締役 玉村剛史、儀同康は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 常勤監査役 重田樹男、監査役 渡辺将敬、森雄一郎、小松達昌は、会社法第２条第16号に定める社外監査

役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役   儀同 康 昭和38年８月31日生 

平成４年４月 株式会社光通信入社 

― 

平成７年４月 同社取締役 

平成11年11月 同社常務取締役 

平成13年３月 クロス・ワン株式会社代表取締

役社長 

平成13年11月 株式会社光通信取締役（現任） 

同社管理本部長（現任） 

平成16年３月 株式会社アイ・イーグループ取

締役（現任） 

平成16年12月 当社取締役就任（現任） 

常勤監査役   重田 樹男 昭和37年10月９日生 

昭和63年４月 弁護士登録 

― 

昭和63年４月 升永永島橋本法律事務所入所 

平成６年６月 米国カリフォルニア州弁護士登

録 

平成12年４月 株式会社光通信入社 

平成15年９月 ひかり法律事務所開設（現任） 

平成15年12月 当社常勤監査役就任（現任） 

監査役   渡辺 将敬 昭和43年11月20日生 

平成７年10月 株式会社光通信入社 

― 
平成13年12月 株式会社光通信経理部長 

（現任） 

平成15年12月 当社監査役就任（現任） 

監査役   森 雄一郎 昭和44年10月５日生 

平成９年４月 株式会社光通信入社 

― 
平成12年２月 株式会社光通信法務部長 

（現任） 

平成15年12月 当社監査役就任（現任） 

監査役   小松 達昌 昭和39年７月22日生 

平成８年10月 株式会社光通信入社 

― 

平成12年９月 株式会社光通信お客様サービス

センター長 

平成15年11月 株式会社光通信CS部長 

平成15年12月 当社監査役就任（現任） 

平成18年12月 株式会社光通信法人事業本部ソ

リューション事業部長（現任） 

        計  6 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（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、当社を中心に、各事業子会社の経営を統率することで、グループで一貫したビジョンのもと、

株主、顧客、従業員、社会に対する継続的な企業価値の拡大を目指しております。そのためにより効率性・透明性

の高い経営を実現し、維持していくため、経営体制及び内部統制システムを強化していくことがコーポレートガバ

ナンスに対する基本的な考え方であり、重要な経営課題として位置付けております。 

（1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

 当社の経営体制は取締役５名、監査役４名（平成18年９月30日現在）で構成されております。取締役の構成に関

しては、代表取締役１名体制を、監査役の構成に関しては、常勤監査役１名と社外監査役３名で構成され、経営に

関する監査機能の強化を図っております。また、取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定

すると共に、業務執行の状況を監督する機関と位置付け、月１回の定例取締役会を基準として随時開催しておりま

す。 

 グループ会社に関しては、子会社の管理機能を親会社内のグループ管理部門に集約し、事業部門と管理部門を切

り離すことで牽制機能を強化しております。 

・経理財務・広報ＩＲ部門では、経営状況を管理・分析し経営に反映するとともに、公正な情報開示を行い透明性

の向上を図っております。 

・法務部門では、各部門のコンプライアンスをチェックし、経営リスクの管理を行っております。 

・人事・教育部門では、グループで統一的な研修課程を実施することで社員の資質向上に努め、また成果主義の原

則に基づいた評価・報酬体系を導入しております。 

・総務部門では、グループのシステム管理を一元的に行い、情報セキュリティー強化に努めております。 

・内部監査・カスタマーサービス・リスク管理部門では、情報管理に関するグループ従業員の意識向上を目的に、

定期的な社員研修や各事業所の実査を行っております。 

以上の内容を系統図によって示すと以下のとおりです。 



（内部監査及び監査役監査の状況） 

 当社は、各管理部門が当社グループ全体の業務の適正性を維持・管理・監督するとともに、内部監査・カスタマ

ーサービス・リスク管理部門において、各管理部門も含めた当社グループ全体の定期内部監査を実施することで、

より厳正で厳重な内部監査体制を構築しております。 

 監査役及び監査役会は、監査役会で決定された監査方針・監査計画に基づき、重要な会議への出席、当社グルー

プの経営・業務全般への調査・ヒアリング等を通じて厳正な審査を行っております。 

（会計監査の状況） 

 当社は、会計監査人としてあずさ監査法人と監査契約を締結しており、独立した立場からの公正な会計監査を受

けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士（指定社員・業務執行社員）は亀岡義一、山田治彦であ

り、同監査法人に所属しております。なお、上記監査法人及び公認会計士による監査年数は７年を超えておりませ

ん。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補４名、その他１名であります。 

（社外取締役および社外監査役との利害関係） 

 当社の社外取締役（２名）および社外監査役（４名）と当社の間には、資本的関係、取引関係その他の利害関係

はありません。 

（2）リスク管理体制の整備の状況 

 当連結会計年度におきまして、 情報化社会の発展や法的整備等の変化に対応し、情報管理体制の強化と見直しを

目的として、定期的な社員研修や実査を通して従業員の意識の向上やシステムの導入を行ってまいりました。ま

た、月に一度、責任者による定例会議を行うなど、全社的にリスク管理・情報管理に取り組んでおります。 

（役員報酬の内容） 

 当社の役員報酬の内容は、平成17年12月22日開催の第10期定時株主総会決議により取締役の報酬額は、年額80百

万円以内（固定枠50百万以内、変動枠として半期決算毎の当期連結純利益の５％以内かつ半期毎の上限が15百万以

内。なお、使用人分給与は含まない。）と定められ、平成13年12月20日開催の第６期定時株主総会決議により監査

役の報酬額は、年額25百万円以内と定められています。 

 当社の取締役及び監査役に対する報酬等の額は以下のとおりであります。 

 取締役   ５名   32百万円 

 監査役   ４名    7百万円 

（監査報酬の内容） 

 当社のあずさ監査法人への公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は、以下のとおりであ

ります。 

①当社及び連結子会社が支払うべき報酬等の合計額  21百万円 

②①の合計額のうち、財務書類の監査・証明業務の対価として支払うべき金額の合計  21百万円 

③②の合計額のうち、当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額  15百万円 

なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

 但し、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

 但し、前事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年10月１日から平成17年９月30日まで）及び当事業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の財務諸表

について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  5,212,252 6,041,460 

２ 売掛金  449,278 295,367 

３ たな卸資産  294 － 

４ 繰延税金資産  262,851 254,297 

５ その他  286,785 114,357 

６ 貸倒引当金  △13,136 △5,644 

流動資産合計  6,198,325 96.0 6,699,839 91.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 29,040 0.5 28,667 0.4

２ 無形固定資産  83,511 1.3 112,432 1.5

３ 投資その他の資産    

（１）投資有価証券  76,947 400,000 

（２）破産更生債権等  11,796 14,323 

（３）繰延税金資産  52,405 88,426 

（４）その他  13,683 11,911 

（５）貸倒引当金  △11,796 △14,323 

投資その他の資産合計  143,035 2.2 500,337 6.8

固定資産合計  255,587 4.0 641,437 8.7

資産合計  6,453,912 100.0 7,341,276 100.0

     
 



   
前連結会計年度 

（平成17年９月30日） 
当連結会計年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  472,903 452,612 

２ 未払金  84,733 105,498 

３ 未払法人税等  45,173 98,337 

４ 未払消費税等  27,148 6,252 

５ 賞与引当金  22,505 26,874 

６ その他  101,527 109,416 

流動負債合計  753,992 11.7 798,992 10.9

 Ⅱ 固定負債      

１ 連結調整勘定  5,170 － 

固定負債合計  5,170 0.1 － －

負債合計  759,162 11.8 798,992 10.9

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  30,161 0.5 － －

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,410,038 21.8 － －

Ⅱ 資本剰余金  1,316,890 20.4 － －

Ⅲ 利益剰余金  2,937,659 45.5 － －

資本合計  5,664,588 87.7 － －

負債,少数株主持分及び 
資本合計 

 6,453,912 100.0 － －

     

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金  － － 1,410,038 19.2

２ 資本剰余金  － － 1,316,890 18.0

３ 利益剰余金  － － 3,812,557 51.9

  株主資本合計  － － 6,539,487 89.1

Ⅱ 新株予約権   － － 2,797 0.0

 純資産合計  － － 6,542,284 89.1

 負債純資産合計  － － 7,341,276 100.0



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  6,290,941 100.0 5,421,769 100.0

Ⅱ 売上原価  3,924,159 62.4 3,185,141 58.7

売上総利益  2,366,781 37.6 2,236,628 41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売手数料  275,220 331,515   

２ 貸倒引当金繰入額  5,450 －   

３ 役員報酬  41,884 61,077   

４ 給料手当  342,436 426,865   

５ 賞与引当金繰入額  22,505 26,874   

６ 支払手数料  210,484 171,109   

７ その他  407,917 1,305,898 20.7 323,327 1,340,771 24.7

営業利益  1,060,883 16.9 895,857 16.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  733 0   

２ 還付加算金  － 2,101   

３ 負ののれん償却額  － 2,244   

４ 事業譲渡益  19,491 －   

５ 持分法による投資利益  75,440 13,825   

６ 雑収入  13,940 109,605 1.7 786 18,958 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 和解金  7,000 －   

２ 新株発行費  10,126 －   

３ 雑損失  11,587 28,714 0.5 328 328 0.0

経常利益  1,141,775 18.1 914,487 16.9

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１ 商品販売事業譲渡益  138,050 －   

２ 貸倒引当金戻入益  21,612 2,473   

３ 子会社株式売却益  14,215 －   

４ 投資有価証券売却益  2,131 8,253   

５ 債務整理益  － 176,009 2.8 28,886 39,613 0.7

     

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※１ 53,076 101   

２ 固定資産売却損 ※２ 1,000 54,076 0.8 － 101 0.0

税金等調整前当期純利
益 

 1,263,707 20.1 953,999 17.6

法人税、住民税及び事
業税 

 64,968 106,735   

法人税等調整額  △75,623 △10,655 △0.1 △27,634 79,101 1.5

少数株主利益  32,513 0.5 － －

当期純利益  1,241,849 19.7 874,898 16.1

     



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

      連結剰余金計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日）             

  

  

  

  

 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  465,101

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 増資による新株式の発行  851,788

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,316,890

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,695,810

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  1,241,849 1,241,849

Ⅲ 利益剰余金期末残高  2,937,659

  
株主資本 

新株予約権
少数 

株主持分 
純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日 残高

（千円） 
1,410,038 1,316,890 2,937,659 5,664,588 － 30,161 5,694,750

連結会計年度中の変動額          

当期純利益 － － 874,898 874,898 － － 874,898

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 

－ － － － 2,797 △30,161 △27,363

連結会計年度中の変動額

合計（千円） 
－ － 874,898 874,898 2,797 △30,161 847,534

平成18年９月30日 残高

（千円） 
1,410,038 1,316,890 3,812,557 6,539,487 2,797 － 6,542,284



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 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   1,263,707 953,999

減価償却費   29,667 24,117

連結調整勘定償却額   1,502 －

のれん償却額   － 1,859

貸倒引当金の増減額   △21,488 △4,964

賞与引当金の増減額   8,293 4,368

受取利息及び配当金   △733 △0

投資有価証券売却損益   △2,131 △8,253

商品販売事業譲渡益 ※３  △138,050 －

持分法による投資損益   △75,440 △13,825

固定資産除売却損益   54,076 101

子会社株式売却損益   △14,215 －

売上債権の増減額   198,629 153,792

たな卸資産の増減額   14,247 －

仕入債務の増減額   △531,704 △20,291

その他   154,812 76,739

小計   941,171 1,167,644

利息及び配当金の受取額   846 0

法人税等の支払額   △102,200 △109,720

法人税等の還付額   70,895 10

営業活動によるキャッシュ・フロー   910,712 1,057,934

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入   200,000 －

有形固定資産の取得による支出   △4,843 △7,201

有形固定資産の売却による収入   69 －

無形固定資産の取得による支出   △58,403 △39,450

無形固定資産の売却による収入   178 －

投資有価証券の取得による支出   － △400,000

投資有価証券の売却による収入   2,132 99,025

連結範囲の変更に伴う収入 ※２  370,550 －

子会社株式の取得による支出 ※２  △739,668 △32,317

子会社株式の売却による収入   16,712 －

貸付金の払込による支出   △430,000 －

貸付金の回収による収入   680,000 －

商品販売事業譲渡による収入   － 166,287

その他   △8,880 △4,288

投資活動によるキャッシュ・フロー   27,848 △217,943

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入   1,686,705 －

少数株主への配当金の支払額   － △10,800

財務活動によるキャッシュ・フロー   1,686,705 △10,800

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △73 17

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   2,625,193 829,208

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,587,059 5,212,252

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,212,252 6,041,460

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1）子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱サイバージョイ 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱シーク 

 ㈱ファイブエニー、㈱ファースト

チャージ及び㈱シークは当連結会計

年度において株式を取得したことに

より連結の範囲に加えております。 

(1）子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱サイバージョイ 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱シーク 

――――――――――――――― 

２ 持分法の適用に関する

事項 

(1）持分法適用の関連会社 １社 

持分法適用の関連会社の名称 

㈱ギャオ 

 ㈱ギャオは当連結会計年度におい

て株式を取得したことにより持分法

適用の範囲に加えております。  

(1）持分法適用の関連会社 ―社 

――――――――――――――― 

  

 ㈱ギャオは当連結会計年度におい

て株式を売却したことにより持分法

適用の範囲から除外しました。  

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、㈱ファイブエニー他

２社の中間決算日が９月末日であります

が、連結決算日との差異が３ヶ月を超えな

いため、連結財務諸表の作成にあたって

は、連結決算日に基づく財務諸表を使用し

ております。 

 連結子会社のうち、㈱ファイブエニー他

２社の中間決算日は９月末日であり、連結

財務諸表の作成にあたっては、中間決算日

（９月末日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

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 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同    左 

  ――――――――――――――― 投資事業有限責任組合等への出資 

  入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価証

券の評価差額のうち、当社の持分相

当額を投資事業組合等損益及びその

他有価証券差額金として投資有価証

券を加減する方法によっておりま

す。  

 ②たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法 

――――――――――――――― 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物          15年 

工具器具及び備品  ３～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同    左 

 ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

②無形固定資産 

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。 

――――――――――――――― 

 (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 

 従業員の賞与の支給に備えて、支給

見込額のうち当連結会計年度に負担す

べき額を計上しております。 

②賞与引当金 

同    左 

 (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 

 (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 

 税抜方式によっております。 

(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 

 (7）連結納税制度の適用 

 当連結会計年度から連結納税制度を

適用しており、「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

取扱い（その１）」（企業会計基準委

員会 平成14年10月９日）及び連結納

税制度を適用する場合の税効果会計に

関する当面の取扱い（その２）」（企

業会計基準委員会 平成15年２月６

日）に基づき、会計処理及び表示を行

っております。 

(7）連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用しております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同    左 

６ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っておりますが、金額が僅

少なものについては発生時一括償却を行っ

ております。 

――――――――――――――― 

７ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

―――――――――――――――  のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の均等償却を行っております

が、金額が僅少なものについては発生時一

括償却を行っております。 

８ 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。 

――――――――――――――― 

９ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同    左 



会計処理方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

――――――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用方針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

――――――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,539,487

千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の「純資産の部」について

は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

――――――――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ2,797千円減少しております。 

  



表示方法の変更  

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （連結貸借対照表）   

１．「投資有価証券」は、前連結会計年度において固定

資産の「投資その他の資産」の「その他」に含めて表

示しておりましたが、重要性が高くなったため区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の投資有価証

券は1千円であります。 

 （連結貸借対照表）   

――――――――――――――― 

 （連結損益計算書）   

――――――――――――――― 

 （連結損益計算書）   

１．連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却

額」は「負ののれん償却額」として表示しておりま

す。なお、前連結会計年度の「連結調整勘定償却額」

11千円は営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

ります。 

 （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）   

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産

の増減額」は、前連結会計年度において区分掲記して

おりましたが、金額的重要性に鑑み、「その他」に含

めて表示することとしました。なお、当連結会計年度

の「その他」に含まれるたな卸資産の増減額は78千円

であります。 

２．連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却

額」は「のれん償却額」として表示しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  ３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

89,191千円      95,760千円 

※２ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ――――――――――――――― 

会社が発行する株式の総数       40,996株   

発行済株式の総数           11,900株   

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

電話加入権 40,971千円

ソフトウェア 12,105千円

合計 53,076千円

工具器具備品 101千円

  

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

ソフトウェア 1,000千円

  

 

  
  

前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

 発行済株式         

  普通株式      11,900   ―   ―       11,900 

合計      11,900  ―   ―       11,900 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計年

度末残高（千

円） 

前連結会計

年度末  

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末  

提出会社 

（親会社） 

 平成18年８月 

 ストックオプション 
― ― ― ― ― 2,797

合計 ― ― ― ― 2,797



（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16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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17年９月30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18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 5,212,252千円

現金及び現金同等物 5,212,252千円

現金及び預金勘定 6,041,460千円

現金及び現金同等物 6,041,460千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

(1）新規連結 

   当連結会計年度より、株式の取得により新たに㈱

ファイブエニー、㈱ファーストチャージ、㈱シーク

が連結子会社となりました。これに伴う連結開始時

の資産及び負債の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

――――――――――――――― 

流動資産 1,330,369千円

固定資産 245,643千円

資産合計 1,576,013千円

流動負債 825,489千円

負債合計 825,489千円

 

   子会社の取得に伴う現金及び現金同等物の金額の

内訳は次のとおりであります。 

 

取得時の取得価格 △739,668千円

新規連結3社の現金及び現金同

等物 
370,550千円

差引 △369,118千円

 

※３ 営業譲渡により減少した資産の主な内訳 ――――――――――――――― 

    当社の商品販売事業譲渡により減少した主な資産

の内訳は次のとおりであります。 

 

流動資産 17,075千円

固定資産 7,061千円

資産合計 24,136千円

 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

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

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るものがないため、記載を省略しております。 

          同    左 

区分 
前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日） 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券     

投資事業有限責任組合等への出資 ― 400,000千円  



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 
平成18年８月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社取締役 ３名 

ストック・オプション数 普通株式  240株  （注）１ 

付与日 平成18年８月28日 

権利確定条件 

権利行使時において当社もしく 

は当社の子会社の取締役もしく 

は従業員の地位を保有している 

ことを要する。 

対象勤務期間 

２年間 

（自 平成18年８月28日 

 至 平成20年８月27日）  

権利行使期間 

権利確定後３年以内 

（自 平成20年８月28日 

 至 平成23年８月27日）  

 
平成18年８月 

ストック・オプション 

権利確定前    （株）   

前連結会計年度末 ― 

付与 240 

失効 ― 

権利確定 ― 

未確定残 240 

権利確定後    （株）   

前連結会計年度末 ― 

権利確定 ― 

権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 ― 



②単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成18年８月ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。 

①使用した評価方法     ブラック・ショールズ式 

②主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．公正な評価単価の見積りにあたっては、年間行使額の制限が付されていることにより、予想残存期間の

異なるストックオプションごとに算定しております。 

２．各予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定しております。 

３．合理的な見積りが困難であるため、各権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積も

っております。 

４．過去の配当実績によっております。 

５．各予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行っておりません。 

４．連結財務諸表への影響額 

 販売費及び一般管理費のその他  2,797千円  

 
平成18年８月 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 1,070,370 

行使時平均株価     （円） ― 

公正な評価単価（付与日）（円） 479,547 

  
平成18年８月 

ストック・オプション 
（注）１ 

株価変動性 （注）２ 59.99％ 

予想残存期間 （注）３  2.17～4.67年間 

予想配当 （注）４ ０円／株 

無リスク利子率 （注）５ 0.668～1.072％ 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成18年９月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 3,510,375千円

破産更生債権貸倒損失 161,821 〃 

固定資産除却損 52,692 〃 

ソフトウェア 8,039 〃 

賞与引当金 9,157 〃 

貸倒引当金 7,762 〃 

未払事業税 4,714 〃 

その他 3,823 〃 

繰延税金資産小計 3,758,386 〃 

評価性引当額 △3,443,129 〃 

繰延税金資産合計 315,256千円

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 807,577千円

破産更生債権貸倒損失 161,821 〃 

固定資産除却損     52,692 〃 

賞与引当金 10,935 〃 

貸倒引当金    8,125 〃 

未払事業税 22,605 〃 

その他 13,569 〃 

繰延税金資産小計 1,077,328 〃 

評価性引当額 △734,603 〃 

繰延税金資産合計    342,724千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 0.3％

住民税均等割 0.2％

関連会社持分法投資損益 △2.4％

評価性引当額 △39.6％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.0％

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 0.6％

住民税均等割 0.5％

関連会社持分法投資損益 △0.6％

評価性引当額の増減 △32.1％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.3％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（148,733千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は会社の項目に含めた会社資産（4,040,162千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）及び親会社の管理部門に係る資産であります。 

５．当連結会計期間よりセグメントの名称を従来の「広告メディア事業」から「メディア広告事業」に変更して

おります。なお、名称変更に伴う区分の変更はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー事業
（千円） 

商品販売事業
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益               

(1）外部顧客に対する売上高 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 － 6,290,941 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － － 

計 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 － 6,290,941 

営業費用 3,842,653 339,083 896,929 2,658 5,081,324 148,733 5,230,057 

営業利益（又は営業損失） 587,841 613,482 6,445 1,847 1,209,616 (148,733) 1,060,883 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
              

資産 2,203,013 30,802 179,934 － 2,413,750 4,040,162 6,453,912 

減価償却費 16,726 2,395 5,315 － 24,438 5,229 29,667 

資本的支出 59,601 1,250 2,388 5 63,246 － 63,246 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

商品販売事業 パソコン及び各種周辺機器、ソフトウェアの企画・販売等 

その他 ウェブ作成、コンサルティング等 

  
メディア広告 

事業 
（千円） 

サーバー事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

(1）外部顧客に対する売上高 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

計 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769 

営業費用 4,170,162 266,676 853 4,437,692 88,219 4,525,912 

営業利益（又は営業損失） 439,642 543,219 1,213 984,076 (88,219) 895,857 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産 2,350,801 30,389 254 2,381,444 4,959,832 7,341,276 

減価償却費 20,070 836 ― 20,907 3,210 24,117 

資本的支出 46,256 395 ― 46,651 ― 46,651 



 （注）１．事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（212,021千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は会社の項目に含めた会社資産（4,959,832千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び預金）及び親会社の管理部門に係る資産であります。 

５．従来の「商品販売事業」は、前連結会計年度において商品販売事業から撤退したことによりセグメント区分

から除外しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成17年10月１

日 至 平成18年９月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、

該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自 平成17年10月１

日 至 平成18年９月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

その他 ウェブ作成、コンサルティング等 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費税

等を含んでおります。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

  株式譲渡の対価については、当該会社の純資産額に基づき、交渉により決定しております。 

２ 兄弟会社等 

 （注）１ 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費

税等を含んでおります。 

    ２ 当該取引による営業譲渡益は、138,050千円であります。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 ＯＡ機器等の販売は、双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

 商品販売事業譲渡の譲渡対価は譲渡後３年間の予想収益に基づき、両社の交渉により決定しております。 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費税

等を含んでおります。 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

  株式譲渡の対価については、当該会社の純資産額に基づき、交渉により決定しております。 

２ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 
株式会社

光通信 

東京都

豊島区 
53,609 

情報通信

サービス

業 

被所有 

直接 

70.3％ 

間接 

0.4％ 

２名 ― 

出向者給与手

当等の支払 
122,938 未払金 9,841 

家賃の支払 9,006 未払金 820 

株式譲渡 739,208   ― ― 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社の子

会社 

株式会社

アイ・イ

ーグルー

プ 

東京都

豊島区 
1,822 

ＯＡ機器

販売事業 
― ― ― 

ＯＡ機器等の

販売  
647,180 売掛金 13,284 

商品販売事業

譲渡（注）2 
143,300 未収入金 150,465 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

親会社 
株式会社

光通信 

東京都

豊島区 
54,095 

情報通信

サービス

業 

被所有 

直接 

70.3％ 

間接 

5.4％ 

２名 ― 

出向者給与手

当等の支払 
205,203 未払金 15,591 

家賃の支払 13,074 未払金 1,896 

株式譲渡 32,317 ― ― 



（１株当たり情報） 

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

２ 当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在 

株式がないため記載しておりません。 

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 476,015円86銭 549,536円73銭 

１株当たり当期純利益金額 107,808円76銭 73,520円87銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 105,734円28銭          ―  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円） 1,241,849 874,898 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,241,849 874,898 

期中平均株式数（株） 11,519 11,900 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数（株） 226 ― 

（うち新株引受権）（株） (226) ― 

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１種類（新株予約権

の個数240個） 

 この詳細については、「第４ 

提出会社の状況 １ 株式等の状

況(2）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

１．ストックオプションについて 

 当社は、平成17年12月22日開催の定時株主株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対

し、商法280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。 

 なお、詳細については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内

容」に記載しております。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

１．株式の分割について 

当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

当該内容は、以下のとおりであります。 

(1）株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数及び投資家層の拡大を図るため。

(2）株式分割の概要 平成19年１月１日付をもって、次のとおり普通株式１株を２株に分

割する。 

①分割により増加する株式数 普通株式 11,900株 

②分割の方法 平成18年12月31日を基準日として株主の所有株式１株につき、２株

の割合をもって分割する。 

③発行可能な株式総数の増加 平成19年１月１日付をもって、当社定款第５条を変更し、発行可能

株式数を現行の40,996株から40,996株増加させて81,992株とする。

(3）株式分割の日程   

基準日 

効力発生日 

新株券交付日 

平成18年12月31日 

平成19年１月１日 

平成19年２月21日  

(4）その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

(5）ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整 

今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の行使価額を平成19年１月１日以降、次

のとおり調整する。 

平成18年８月28日付与分 

調整前権利行使価額 

調整後権利行使価額 

  
1,070,370円

535,185円

平成18年12月13日付与分 

調整前権利行使価額 

調整後権利行使価額 

  
1,039,617円

519,809円

(6）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 前連結会計年度  当連結会計年度  

１株当たり純資産額 238,007円 93銭 274,768円 36銭 

１株当たり当期純利益金額 53,904円 38銭 36,760円 43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 52,867円 14銭  ―  



２．ストックオプションの付与について 

 当社は、平成18年11月29日開催の取締役会において、当社の従業員61名に対し、旧商法280条ノ21の規定に

基づきストックオプションとして新株予約権を付与することを決議いたしました。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

新株予約権の発行日 平成18年12月13日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 120個 （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権の払込金額 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属す

る月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における東

京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を

乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。但し、当該金

額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近

日の最終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とす

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

う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

新株予約権行使期間 平成20年12月13日から平成23年12月12日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  3,808,764 4,255,989 

２ 売掛金   57,533 45,642 

３ 商品  294 － 

４ 前払費用  11,755 11,446 

５ 繰延税金資産  211,375 210,078 

６ 未収入金 ※３ 219,526 285,606 

７ その他  111 49 

８ 貸倒引当金  △5,032 △3,644 

流動資産合計  4,304,327 84.6 4,805,168 82.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

（１）建物  4,062 4,062   

減価償却累計額  1,432 2,629 1,806 2,256 

（２）工具器具及び備品  72,082 73,415   

減価償却累計額  61,278 10,803 63,166 10,249 

有形固定資産合計  13,433 0.3 12,505 0.2

２ 無形固定資産    

（１）ソフトウェア  9,196 6,645 

（２）電話加入権  1,200 1,200 

無形固定資産合計  10,396 0.2 7,845 0.1

３ 投資その他の資産    

（１）投資有価証券  － 400,000 

（２）関係会社株式   749,208 573,225 

（３）差入保証金  1,789 1,789 

（４）長期前払費用  8,478 9,004 

投資その他の資産合計  759,475 14.9 984,018 17.0

固定資産合計  783,305 15.4 1,004,369 17.3

資産合計  5,087,632 100.0 5,809,537 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  43,664 36,088 

２ 未払金  38,174 47,483 

３ 未払費用  5,181 7,024 

４ 未払法人税等  10,346 8,778 

５ 未払消費税等  6,293 2,472 

６ 前受金  1,144 4,106 

７ 預り金  449 864 

８ 賞与引当金  7,348 8,614 

流動負債合計  112,603 2.2 115,432 2.0

負債合計  112,603 2.2 115,432 2.0

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1,2 1,410,038 27.7 ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金 ※２ 1,316,890 ―   

資本剰余金合計  1,316,890 25.9 ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 当期未処分利益  2,248,099 ―   

利益剰余金合計  2,248,099 44.2 ― ―

資本合計  4,975,029 97.8 ― ―

負債資本合計  5,087,632 100.0 ― ― 

     

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   ― ― ― 1,410,038 24.3

２ 資本剰余金     

（１）資本準備金   ― 1,316,890   

資本剰余金合計  ― ― 1,316,890 22.7

３ 利益剰余金     

（１）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   ― 2,964,378   

利益剰余金合計   ― ― 2,964,378 51.0

株主資本合計  ― ― 5,691,307 98.0

Ⅱ 新株予約権   ― ― 2,797 0.0

純資産合計  ― ― 5,694,105 98.0

負債純資産合計  ― ― 5,809,537 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    

１ メディア広告売上高  111,830 231,778   

２ サーバー売上高  952,820 810,141   

３ 商品売上高  903,375 ―   

４ その他売上高  6,678 1,974,705 100.0 125,892 1,167,812 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１ メディア広告売上原価  113,106 167,174   

２ サーバー売上原価  292,810 242,440   

３ 商品売上原価  851,657 ―   

４ その他売上原価  2,491 1,260,065 63.8 823 410,439 35.1

売上総利益  714,639 36.2 757,373 64.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売手数料  4,582 ―   

２ 広告宣伝費  40,927 48,069   

３ 販売促進費  29,123 13,366   

４ 貸倒損失  22,540 ―   

５ 貸倒引当金繰入額  5,032 1,102   

６ 役員報酬  24,999 37,238   

７ 給料手当  109,116 177,349   

８ 法定福利費  16,116 25,023   

９ 賞与  6,776 7,346   

10 賞与引当金繰入額  7,348 8,614   

11 旅費交通費  5,755 8,131   

12 支払手数料  69,658 68,716   

13 地代家賃  9,006 13,074   

14 減価償却費  5,715 3,402   

15 その他  51,815 408,514 20.7 51,459 462,895 39.7

営業利益  306,124 15.5 294,477 25.2

 



   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  37 －   

２ 有価証券利息  4 －   

３ 受取配当金 ※１ － 205,200   

４ 為替差益  － 17   

５ 業務受託料 ※１ 2,064 －   

６ 雑収入   881 2,987 0.1 913 206,130 17.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 新株発行費  10,126 －   

２ 和解金  7,000 －   

３ 雑損失  5,212 22,338 1.1 252 252 0.0

経常利益  286,772 14.5 500,356 42.8

Ⅵ 特別利益    

１ 商品販売事業譲渡益   138,050 －   

２ 投資有価証券売却益  2,131 140,181 7.1 － － －

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 12,105 12,105 0.6 101 101 0.0

税引前当期純利益  414,848 21.0 500,254 42.8

法人税、住民税及び事
業税 

 △17,938 △217,320   

法人税等調整額  △117,788 △135,726 △6.9 1,296 △216,024 △18.5

当期純利益  550,575 27.9 716,278 61.3

前期繰越利益  1,697,524 － 

当期未処分利益  2,248,099 － 

     



売上原価明細書 

Ａ サーバー売上原価明細書 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

Ｂ 商品売上原価明細書 

Ｃ メディア広告売上原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    84,123 28.7 77,380 31.9

Ⅱ 外注費    2,056 0.7 1,629 0.7

Ⅲ 経費      

１ ドメイン関連費用  23,360 19,422   

２ 業務委託料  179,128 137,604   

３ その他  4,142 206,630 70.6 6,404 163,431 67.4

当期サーバー売上原価    292,810 100.0 242,440 100.0 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

期首商品たな卸高  35,645 4.1 190 100.0

当期商品仕入高  832,324 95.9 ― ―

計  867,969 100.0 190 100.0 

商品販売譲渡による減少高  16,122   ―   

他勘定振替高  ―   190   

期末商品たな卸高  190 ― 

当期商品売上原価  851,657 ― 

   
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

期首商品たな卸高  544 0.5 104 0.1

当期商品仕入高  112,666 99.5 167,174 99.9

計  113,210 100.0 167,278 100.0 

他勘定振替高  ―   104   

期末商品たな卸高  104 ― 

当期商品売上原価  113,106 167,174 



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注） 日付は株主総会承認年月日であります。 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

   
前事業年度 

（平成17年12月22日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  2,248,099

Ⅱ 利益処分額  －

Ⅲ 次期繰越利益  2,248,099

   

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計
資本準備金 

その他 

利益剰余金 

繰越 

利益剰余金 

平成17年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 2,248,099 4,975,029 － 4,975,029

事業年度中の変動額         

当期純利益 － － 716,278 716,278 － 716,278

株主資本以外の事業年度中の変

動額（純額） 
－ － － － 2,797 2,797

事業年度中の変動額合計（千

円） 
－ － 716,278 716,278 2,797 719,076

平成18年９月30日残高（千円） 1,410,038 1,316,890 2,964,378 5,691,307 2,797 5,694,105



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

総平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同    左 

 (2）その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法 

――――――――――――――― 

(2）その他有価証券 

時価のないもの 

同    左 

投資事業有限責任組合等への出資 

 入手可能な直近の決算書に基づ

き、組合等の損益及びその他有価

証券の評価差額のうち、当社の持

分相当額を投資事業組合等損益及

びその他有価証券評価差額金とし

て投資有価証券を加減する方法に

よっております。 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物          15年 

工具器具及び備品  ３～８年 

(1）有形固定資産 

同    左 

 (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

(2）無形固定資産 

同    左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 総平均法による原価法 

――――――――――――――― 

  

４ 重要な繰延資産の処理方

法 

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

――――――――――――――― 

  

５ 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。 

(1）貸倒引当金 

同    左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて、支

給見込額のうち当事業年度に負担す

べき額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同    左 

６ 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。 

同    左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同    左 

 (2）連結納税制度の適用 

 当事業年度から連結納税制度を適

用しており、「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

の取扱い（その１）」（企業会計基

準委員会 平成14年10月９日）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扱い（そ

の２）」（企業会計基準委員会 平

成15年２月６日）に基づき、会計処

理及び表示を行っております。 

(2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

――――――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用方針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

――――――――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,691,307

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

――――――――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最

終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ2,797千円減少しております。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

（損益計算書） 

１．販売促進費は、販売費及び一般管理費の５／100を超

えたため、区分掲記しました。なお、前期は販売費及

び一般管理費のその他に14,430千円含まれておりま

す。 

――――――――――――――― 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※１ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ――――――――――――――― 

会社が発行する株式の総数  

普通株式 40,996株  

発行済株式の総数  

普通株式 11,900株  

※２ 当期中の発行済株式数の増加 

  第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の行使 

    発行株式数          1,632株 

    発行価格      1,033,520円30銭 

    資本組入額      516,761円  

――――――――――――――― 

――――――――――――――― ※３ 関係会社に対する資産及び負債 

 未収入金 222,914千円

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

業務受託料 2,064千円 受取配当金 205,200千円

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

ソフトウェア 12,105千円 工具器具及び備品 101千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年９月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

当事業年度（平成18年９月30日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 時価評価されていない主な有価証券については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るものがないため、記載を省略しております。 

同    左 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 3,510,375千円

破産更生債権貸倒損失 126,087 〃 

ソフトウェア 8,037 〃 

未払事業税 3,596 〃 

その他 3,752 〃 

繰延税金資産小計 3,651,849 〃 

評価性引当額 △3,440,474 〃 

繰延税金資産合計 211,375千円

（繰延税金資産）   

税務上の繰越欠損金 807,577千円

破産更生債権貸倒損失 126,087 〃 

未払事業税 3,395 〃 

その他 7,622 〃 

繰延税金資産小計 944,682 〃 

評価性引当額 △734,603 〃 

繰延税金資産合計 210,078千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 0.2％

住民税均等割 0.3％

連結納税個別帰属額受払 △4.6％

評価性引当額 △69.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △32.7％

法定実効税率 40.7％

交際費等損金不算入額 0.4％

住民税均等割 0.8％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 

△16.7％

評価性引当額の増減 △68.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △43.2％



（１株当たり情報） 

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

２ 当事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が

ないため記載しておりません。 

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 418,069円67銭 478,261円13銭 

１株当たり当期純利益金額 47,797円15銭 60,191円46銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 46,877円42銭 ― 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益              （千円） 550,575 716,278 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 550,575 716,278 

期中平均株式数（株） 11,519 11,900 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数      （株） 226 ― 

（うち新株引受権）    （株） (226) ― 

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１種類（新株予約権

の個数240個） 

 この詳細については、「第４ 

提出会社の状況 １ 株式等の状

況(2）新株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

１．ストックオプションについて 

 当社は、平成17年12月22日開催の定時株主株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対

し、商法280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしまし

た。 

 なお、詳細については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内

容」に記載しております。 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

１．株式の分割について 

 当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

 当該内容は、以下のとおりであります。 

(1）株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数及び投資家層の拡大を図るため。

(2）株式分割の概要 平成19年１月１日付をもって、次のとおり普通株式１株を２株に分

割する。 

①分割により増加する株式数 普通株式 11,900株 

②分割の方法 平成18年12月31日を基準日として株主の所有株式１株につき、２株

の割合をもって分割する。 

③発行可能な株式総数の増加 平成19年１月１日付をもって、当社定款第５条を変更し、発行可能

株式数を現行の40,996株から40,996株増加させて81,992株とする。

(3）株式分割の日程   

基準日 

効力発生日 

新株券交付日 

平成18年12月31日 

平成19年１月１日 

平成19年２月21日  

(4）その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

(5）ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整 

今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の行使価額を平成19年１月１日以降、次

のとおり調整する。 

平成18年８月28日付与分 

調整前権利行使価額 

調整後権利行使価額 

  
1,070,370円

535,185円

平成18年12月13日付与分 

調整前権利行使価額 

調整後権利行使価額 

  
1,039,617円

519,809円

(6）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 前事業年度  当事業年度  

１株当たり純資産額 209,034円 83銭 239,130円 57銭 

１株当たり当期純利益金額 23,898円 57銭 30,095円 73銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 23,438円 71銭  ―  



２．ストックオプションの付与について 

 当社は、平成18年11月29日開催の取締役会において、当社の従業員61名に対し、旧商法280条ノ21の規定に

基づきストックオプションとして新株予約権を付与することを決議いたしました。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

新株予約権の発行日 平成18年12月13日 

株式の種類 普通株式 

新株予約権の発行数 120個 （新株予約権１個につき１株） 

新株予約権の払込金額 

新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属す

る月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）における東

京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を

乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。但し、当該金

額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近

日の最終価格）を下回る場合は、当該終値をもって払込金額とす

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

う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額 ＝  調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

新株予約権行使期間 平成20年12月13日から平成23年12月12日まで 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

【引当金明細表】 

投資有価証券 
その他 
有価証券 

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円） 

タイガ1号投資事業有限責任組合 400 400,000 

計 400 400,000 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 4,062 ― ― 4,062 1,806 373 2,256 

工具器具及び備品 72,082 1,615 282 73,415 63,166 2,068 10,249 

有形固定資産計 76,144 1,615 282 77,477 64,972 2,441 12,505 

無形固定資産               

ソフトウェア 26,451 ― ― 26,451 19,805 2,550 6,645 

電話加入権 1,200 ― ― 1,200 ― ― 1,200 

無形固定資産計 27,651 ― ― 27,651 19,805 2,550 7,845 

 投資その他の資産               

 長期前払費用 8,478 4,288 ― 12,776 3,762 3,762 9,004 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 5,032 1,102 2,491 ― 3,644 

賞与引当金 7,348 8,614 7,348 ― 8,614 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

①資産の部 

イ 現金及び預金 

ロ 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

ハ 関係会社株式 

区分 金額（千円） 

現金 107 

預金   

普通預金 3,192,005 

当座預金 1,063,876 

計 4,255,881 

合計 4,255,989 

相手先 金額（千円） 

デスクウイング一般ユーザー 23,229 

㈱コール・トゥ・ウェブ 9,892 

㈱ファーストチャージ 6,098 

㈱ファイブエニー 4,393 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 621 

その他 1,406 

合計 45,642 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 

滞留期間 

（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

2 
────── 

(B) 
───── 
365 

57,533 1,267,392 1,279,283 45,642 96.55％ 14.85日 

区分 金額（千円） 

㈱ファイブエニー 364,525 

㈱ファーストチャージ 198,700 

㈱サイバージョイ 10,000 

合計 573,225 



②負債の部 

イ 買掛金 

(3）【その他】 

 特記事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

GMOインターネット㈱ 28,185 

㈱日本経済社 1,698 

ソリッドネットワークス㈱ 1,620 

㈱日本レジストリサービス 1,427 

㈱コール・トゥ・ウェブ 1,216 

その他 1,940 

合計 36,088 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 毎年12月 

基準日 ９月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 該当事項はありません。 

株式の名義書換え   

取扱場所 東京都江東区佐賀一丁目17番７号 

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 

みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 ― 

株主名簿管理人 ― 

取次所 ― 

買取手数料 ― 

公告掲載方法 当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができな

い事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して

行う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載しております。 

当社ホームページアドレス 

http://corp.emachi.co.jp/corporate_info/index.html 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社の親会社等である株式会社光通信は、東京証券取引所に上場しており、継続開示会社であります。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
（第10期） 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

平成17年12月22日 
関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の 
訂正報告書 

平成17年12月22日に提出した有価証券報告書
に係る訂正報告書であります。 

平成18年２月15日 
関東財務局長に提出 

(3）半期報告書 （第11期中） 自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

平成18年６月23日 
関東財務局長に提出 

(4）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第２号（新株予約権証券の発行）に基づ
く臨時報告書であります。 

平成18年８月29日 
関東財務局長に提出 

(5）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第２号（新株予約権証券の発行）に基づ
く臨時報告書であります。 

平成18年11月29日 
関東財務局長に提出 

(6）臨時報告書の 
訂正報告書 

平成18年11月29日に提出した臨時報告書に係
る訂正報告書であります。 

平成18年12月13日 
関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年12月22日

株式会社クレイフィッシュ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 岩本 宏稔  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社クレイフィッシュの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社クレイフィッシュ及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年12月22日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 亀岡 義一  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 山田 治彦  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているe-まち

タウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）の平成17年10月１日から平成18年９月30日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-

まちタウン株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年12月22日

株式会社クレイフィッシュ   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 酒井 弘行  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 岩本 宏稔  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社クレイフィッシュの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの第１０期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社クレイフィッシュの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年12月22日

e-まちタウン株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 亀岡 義一  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員 

 公認会計士 山田 治彦  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているe-まち

タウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）の平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第11期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、e-まち

タウン株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の推移
	(4）所有者別状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(7）ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1）株主総会決議による取得の状況
	(2）取締役会決議による取得の状況
	(3）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1）最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2）最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1）連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2）その他

	２財務諸表等
	(1）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③利益処分計算書及び株主資本等変動計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	その他
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表

	(2）主な資産及び負債の内容
	(3）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/75
	pageform2: 2/75
	form1: EDINET提出書類  2006/12/22 提出
	form2: ｅ－まちタウン株式会社(941343)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/75
	pageform4: 4/75
	pageform5: 5/75
	pageform6: 6/75
	pageform7: 7/75
	pageform8: 8/75
	pageform9: 9/75
	pageform10: 10/75
	pageform11: 11/75
	pageform12: 12/75
	pageform13: 13/75
	pageform14: 14/75
	pageform15: 15/75
	pageform16: 16/75
	pageform17: 17/75
	pageform18: 18/75
	pageform19: 19/75
	pageform20: 20/75
	pageform21: 21/75
	pageform22: 22/75
	pageform23: 23/75
	pageform24: 24/75
	pageform25: 25/75
	pageform26: 26/75
	pageform27: 27/75
	pageform28: 28/75
	pageform29: 29/75
	pageform30: 30/75
	pageform31: 31/75
	pageform32: 32/75
	pageform33: 33/75
	pageform34: 34/75
	pageform35: 35/75
	pageform36: 36/75
	pageform37: 37/75
	pageform38: 38/75
	pageform39: 39/75
	pageform40: 40/75
	pageform41: 41/75
	pageform42: 42/75
	pageform43: 43/75
	pageform44: 44/75
	pageform45: 45/75
	pageform46: 46/75
	pageform47: 47/75
	pageform48: 48/75
	pageform49: 49/75
	pageform50: 50/75
	pageform51: 51/75
	pageform52: 52/75
	pageform53: 53/75
	pageform54: 54/75
	pageform55: 55/75
	pageform56: 56/75
	pageform57: 57/75
	pageform58: 58/75
	pageform59: 59/75
	pageform60: 60/75
	pageform61: 61/75
	pageform62: 62/75
	pageform63: 63/75
	pageform64: 64/75
	pageform65: 65/75
	pageform66: 66/75
	pageform67: 67/75
	pageform68: 68/75
	pageform69: 69/75
	pageform70: 70/75
	pageform71: 71/75
	pageform72: 72/75
	pageform73: 73/75
	pageform74: 74/75
	pageform75: 75/75


