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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】

連結経営指標等

　

回次
第10期

第２四半期連結
累計期間

第10期
第２四半期連結
会計期間

第９期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 （千円） 1,634,858865,5533,430,212

経常利益 （千円） 148,860 114,299 602,091

四半期（当期）純利益 （千円） 86,525 65,453 328,445

純資産額 （千円） － 4,067,2973,937,268

総資産額 （千円） － 4,370,9804,409,365

１株当たり純資産額 （円） － 63,805.0162,413.73

１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） 1,363.201,028.865,296.89

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） 1,357.301,026.595,104.61

自己資本比率 （％） － 92.9 89.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 96,219 － 360,868

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △23,271 － △1,778,253

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 39,562 － 2,108,107

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） － 1,724,2451,611,736

従業員数 （名） － 187 174

(注)　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数（名） 　187〔　18〕

（注）１　従業員数は就業人員であります。 

２　従業員欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数（名） 　187〔　18〕

（注）１　従業員数は就業人員であります。 

２　従業員欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは生産活動を行なっておりませんので、該当事項はありません。

　
　
　

(2) 受注実績

当社グループは受注から納品までの期間が短期間のため記載を省略しております。

　
　
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における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。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円）

テクノロジー・メディア事業 257,714

ライフスタイル・メディア事業 161,013

エンタープライズ・メディア事業 141,564

ビジネス・メディア事業 120,555

人財メディア事業 84,087

ターゲティング・メディア事業 100,617

合計 865,553

　

　

(注) １　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す。

　

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高（千円） 割合（％）

㈱サイバー・コミュニ
ケーションズ

122,137 14.1

デジタル・アドバタイジ
ング・コンソーシアム㈱

94,226 10.9

　
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。

なお、当第２四半期連結会計期間末後の状況については、「第５　経理の状況　１.四半期連結財務諸表」

の重要な後発事象を参照して下さい。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は43億70百万円（前連結会計年度末比38百万円減）となり

ました。主な要因は、売掛金が97百万円減少、のれんが10百万円減少および投資有価証券が93百万円増加し

たことによります。

負債合計は３億３百万円（同１億68百万円減)となりました。主な要因は、未払法人税等が１億33百万円

減少したことによります。

純資産合計は40億67百万円（同１億30百万円増）となりました。

　

　

(2) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、前連結会計年度からの米国サブプライムローン問

題の深刻化による金融市場の混乱から、引き続き先行き不透明な経済環境で推移いたしました。

当社グループ事業を取り巻くインターネット広告媒体は、テレビ、新聞、雑誌等のいわゆるマスメディア

広告媒体が苦戦する中、比較的堅調に推移したものの、一部業種によっては、企業業績悪化による広告出稿

意欲の低下から、次第に市場環境はやや厳しい局面に入りつつあります。

このような状況下におきまして、オンライン・メディア企業である当社グループは、成長分野であるター

ゲティング・メディア事業と人財メディア事業の拡大に積極的に取り組むと同時に、既存メディアのコン

テンツ強化に取り組んでまいりました。

当第２四半期連結会計期間には、企業の情報システムマネジャー層を対象とした情報サイト「ITmedia 

エンタープライズ」および総合ITニュースサイト「ITmedia News」をリニューアルしました。また、デジタ

ル家電製品の検索サービス「ITmedia 製品NAVI（ナビ）」を開設、ITエンジニア向け技術情報ポータル

「＠IT」に2つの新コーナー「Server & Storage（サーバーアンドストレージ）」「Coding Edge（コー

ディングエッジ）」を開設いたしました。さらに、平成20年４月に音楽情報専門サイト「BARKS（バーク

ス）」の事業譲り受け後、iPhone3G向けに最適化した「iBARKS（アイバークス）」やiTunes専用チャンネ

ルの開発などコンテンツの強化を図ってまいりました。

このような結果、当第２四半期連結会計期間におきましては、売上高は８億65百万円、営業利益は１億10

百万円、経常利益は１億14百万円および四半期純利益は65百万円となりました。

なお、セグメント別の状況は以下のとおりであります。　
　

①テクノロジー・メディア事業　

テクノロジー・メディア事業におきましては、既存顧客からの堅調な広告出稿により、当第２四半期連

結会計期間の売上高は２億57百万円、営業利益は49百万円となりました。同事業におきましては、ITエン

ジニア向け技術情報ポータル「＠IT」に2つの新コーナー「Server & Storage」「Coding Edge」を開設

することでさらなる顧客獲得を進めております。

　

②ライフスタイル・メディア事業

ライフスタイル・メディア事業におきましては、既存サイトについては堅調に推移したことに加え、期

初に事業を譲り受けた音楽情報専門サイト「BARKS」のコンテンツ強化を進めています。当第２四半期連

結会計期間の売上高は１億61百万円、営業損失は８百万円となりました。 

　

③エンタープライズ・メディア事業

エンタープライズ・メディア事業におきましては、「ITmedia エンタープライズ」のリニューアルを

行ない売上増を図りましたが、紙媒体のオンライン化による売上の減少をカバーするには至りませんで

した。しかしながら、コスト抑制効果により、当第２四半期連結会計期間の売上高は１億41百万円、営業利

益は５百万円となりました。
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④ビジネス・メディア事業

ビジネス・メディア事業におきましては、前連結会計年度に立ち上げた「Business Media 誠（まこ

と）」内において、第１四半期連結会計期間にビジネスパーソン向け環境チャンネル「ECO誠（エコまこ

と）」を開設しコンテンツの強化を図ったことで効果が出始めました。その結果、当第２四半期連結会計

期間の売上高は１億20百万円、営業利益は30百万円となりました。

　

⑤人財メディア事業

人財メディア事業におきましては、人材関連サービス売上が人財市場の冷え込みとともに成長が鈍化

してきておりますが、求人企業向けのタイアップ売上が堅調に推移しました。その結果、当第２四半期連

結会計期間の売上高は84百万円、営業利益は22百万円となりました。 

　

⑥ターゲティング・メディア事業

ターゲティング・メディア事業におきましては、前連結会計年度に引き続き広告主数を伸ばし、会員数

も順調に増加いたしました。その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は１億円、営業利益は11百万

円となりました。

　

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、第１四半期連結会

計期間末より52百万円増加し、17億24百万円となりました。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）

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益を１億14百万円、売上

債権の増加58百万円、賞与引当金の増加51百万円がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・

フローは１億23百万円となりました。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果、減少した資金は71百万円となりました。収入の主

な内訳は、有価証券の償還による増加45百万円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支

出94百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円であります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、ストックオプション行使

による増加がありましたが軽微であります。

　

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

　

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間期において、前四半期連結会計期間末に計画中又は実施中の重要な設備の
新設、除却等はありません。
　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数（株）

(平成20年10月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,622 63,622
東京証券取引所
（マザーズ）

完全議決権株式であり、株主
としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式でありま
す。

計 63,622 63,622 ― ―

（注）　提出日現在の発行数には、平成20年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権等の行使により

発行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株引受権付無担保社債に基づく新株引受権

（平成13年５月10日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株引受権の数（個） －

新株引受権のうち自己新株引受権の数（個） －

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式

新株引受権の目的となる株式の数（株）
（注）１、２、６

142

新株引受権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

25,000

新株引受権の行使期間
平成16年４月１日～
平成23年７月10日

新株引受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）
（注）６

発行価格　　25,000
資本組入額　12,500

新株引受権の行使の条件 （注）４

新株引受権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株引受権の交付に関する事項 －

新株引受権付社債の残高（百万円） 0

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予定数から、退職等に

より権利を喪失した者の新株引受権の目的となる株式の数を減じている。

　

２　新株引受権発行日以後、当社が株式分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分割または併

合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨

てる。

　

３　新株引受権発行日後、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を発

行または自己株式を処分するとき（新株引受権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、資本減少を行なう場合、

株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な範囲

内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株引受権行使の条件について

（1）取締役が、当社の取締役としての地位を喪失した日において、新株引受権に関する一切の権利を放棄する

ものとし、かかる日以後これを行使しないものとする。但し、取締役が会社の業務命令により他社の取締役

または従業員に就任または転籍したために会社の取締役としての地位を喪失した場合、または特段の理由

なく解任決議がなされもしくは任期満了後重任されなかった場合はこの限りではない。

（2）対象者は、会社が株式公開をした日以降、以下の区分に従って、新株引受権を行使することを条件とする。

ただし、行使可能な新株引受権の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。
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a　平成16年４月１日以降１年間は、割当てられた新株引受権の25％について権利行使することができる。

b　平成17年４月１日以降１年間は、割当てられた新株引受権の50％について権利行使することができる。

c　平成18年４月１日以降は、割当てられた新株引受権の全てについて権利行使することができる。

d　前項に関わらず、平成19年３月31日時点において会社が株式公開を機関決定していない場合、対象者

は、平成19年４月１日以降平成23年７月10日まで、新株引受権の全てを行使することができるものと

する。

（3）その他の条件は、当社と新株引受権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株引受権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成14年６月20日及び平成19年10月１日の株式分割により、「新株引受権の目的となる株式の数」、「新株引

受権の行使時の払込金額」、「新株引受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」が調整されている。
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②　新株引受権付無担保社債に基づく新株引受権

（平成13年５月10日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株引受権の数（個） －

新株引受権のうち自己新株引受権の数（個） －

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式

新株引受権の目的となる株式の数（株）
（注）１、２、６

160

新株引受権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

25,000

新株引受権の行使期間
平成16年４月１日～
平成23年７月10日

新株引受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）
（注）６

発行価格　　25,000
資本組入額　12,500

新株引受権の行使の条件 （注）４

新株引受権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株引受権の交付に関する事項 －

新株引受権付社債の残高（百万円） 0

(注) １　新株引受権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予定数から、退職等に

より権利を喪失した者の新株引受権の数及び新株引受権の目的となる株式の数を減じている。

　

２　新株引受権発行日以後、当社が株式分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分割または併

合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨

てる。

　

３　新株引受権発行日後、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を発

行または自己株式を処分するとき（新株引受権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
　　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、資本減少を行なう場合、株

式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な範囲内

で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株引受権行使の条件について

（1）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株引受権の権

利行使はできなくなり、本新株引受権は失効するものとする。

a　対象者が会社の従業員としての地位を喪失したとき（但し、会社の取締役に就任した場合、または会社

が諸般の事情を考慮のうえ、権利の存続を承認したときは、この限りではない。）

b　対象者が在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

c　対象者が当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンク

グループに対する背信的行為と認められる行為をした場合

d　対象者が新株引受権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合
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（2）対象者は、会社が株式公開をした日以降、以下の区分に従って、新株引受権を行使することを条件とする。

ただし、行使可能な新株引受権の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成16年４月１日以降１年間は、割当てられた新株引受権の25％について権利行使することができる。

b　平成17年４月１日以降１年間は、割当てられた新株引受権の50％について権利行使することができる。

c　平成18年４月１日以降は、割当てられた新株引受権の全てについて権利行使することができる。

d　前項に関わらず、平成19年３月31日時点において会社が株式公開を機関決定していない場合、対象者

は、平成19年４月１日以降平成23年７月10日まで、新株引受権の全てを行使することができるものと

する。

（3）その他の条件は、当社と新株引受権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株引受権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成14年６月20日及び平成19年10月１日の株式分割により、「新株引受権の目的となる株式の数」、「新株引

受権の行使時の払込金額」、「新株引受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」が調整されている。
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③　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況

（平成15年８月26日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１、２

346

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１、２、６

692

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

75,000

新株予約権の行使期間
　平成17年８月27日～
平成23年７月10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）
（注）６

発行価格　　 75,000
資本組入額　 37,500

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予

定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じて

いる。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事

由が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

３　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行または自己株式を処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、株式無償割当を行なう場

合、株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な

範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は失効する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は失効するものとする。

a　対象者が在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　対象者が当社の書面による承諾なしに当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談

役もしくはコンサルタントに就任または就職した場合
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c　対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合

d　対象者が当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンク

グループに対する背信的行為と認められる行為をした場合

e　対象者が新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

f　対象者が本新株予約権を放棄した場合

g　対象者が権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成17年８月26日と株式公開日より６ヶ月経過する前日のどちらか遅い日までは、割当てられた新株

予約権の全てについて権利行使することができない。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

c　上記b 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。

d　上記c 経過後、平成23年７月10日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成19年10月１日の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「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」が調整されている。
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④　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況

（平成17年９月15日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 
（注）１、２

754

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１、２、６

1,508

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

83,500

新株予約権の行使期間
平成19年６月18日～
平成27年６月17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）
（注）６

発行価格　　 83,500
資本組入額　 41,750

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予

定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じて

いる。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事

由が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

３　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行または自己株式を処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、株式無償割当を行なう場

合、株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な

範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は失効する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は失効するものとする。
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a　対象者が在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　対象者が当社の書面による承諾なしに当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談

役もしくはコンサルタントに就任または就職した場合

c　対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合

d　対象者が当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンク

グループに対する背信的行為と認められる行為をした場合

e　対象者が新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

f　対象者が本新株予約権を放棄した場合

g　対象者が権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成19年６月17日と株式公開日より６ヶ月経過する前日のどちらか遅い日までは、割当てられた新株

予約権の全てについて権利行使することができない。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

c　上記b 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。

d　上記c 経過後、平成27年６月17日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成19年10月１日の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「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」が調整されている。
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⑤　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況

（平成18年２月15日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１、２

144

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１、２、６

288

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

83,500

新株予約権の行使期間
　平成19年６月18日～
平成27年６月17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）
（注）６

発行価格　　 83,500
資本組入額　 41,750

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予

定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じて

いる。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事

由が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

３　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行または自己株式を処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、株式無償割当を行なう場

合、株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な

範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は失効する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は失効するものとする。
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a　対象者が在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　対象者が当社の書面による承諾なしに当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談

役もしくはコンサルタントに就任または就職した場合

c　対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合

d　対象者が当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンク

グループに対する背信的行為と認められる行為をした場合

e　対象者が新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

f　対象者が本新株予約権を放棄した場合

g　対象者が権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成19年６月17日と株式公開日より６ヶ月経過する前日のどちらか遅い日までは、割当てられた新株

予約権の全てについて権利行使することができない。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

c　上記b 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。

d　上記c 経過後、平成27年６月17日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成19年10月１日の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「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」が調整されている。
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⑥　会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況

（平成18年６月16日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１、２

51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１、２、６

102

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

125,000

新株予約権の行使期間
　平成20年６月17日～
平成28年６月16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）
（注）６

　発行価格　　125,000
資本組入額　 62,500

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予

定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じて

いる。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事

由が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

３　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行または自己株式を処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み

替えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、株式無償割当を行なう場

合、株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な

範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は消滅する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は消滅するものとする。
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a　在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合

c　会社法第356条に違反する競業取引を行なった場合

d　会社法第356条に定める行為を行ない、当社またはソフトバンクグループ各社に対して損害賠償責任を

負うべき場合

e　当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしく

はコンサルタントに就任または就職した場合

f　禁錮以上の刑に処せられた場合

g　当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンクグループ

に対する背信的行為と認められる行為をした場合

h　新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

i　本新株予約権を放棄した場合

j　権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成20年６月16日と株式公開日より６ヶ月経過する前日のどちらか遅い日までは、割当てられた新株

予約権の全てについて権利行使することができない。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

c　上記b 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。

d　上記c 経過後、平成28年６月16日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成19年10月１日の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「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」が調整されている。
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⑦　会社法第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況

（平成18年９月21日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１、２

78

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１、２、６

156

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）３、６

125,000

新株予約権の行使期間
　平成20年６月17日～
平成28年６月16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）
（注）６

　発行価格　　125,000
資本組入額　 62,500

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会及び取締役会決議における新株発行予

定数から、退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じて

いる。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果、0.01株未満の端数が生じる場合は、こ

れを切り捨てる。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事

由が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

３　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行または自己株式を処分するとき（新株予約権の行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額 ＝
調整前行使価額×既発行株式数＋新規発行株式数×１株あたり払込金額

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　
　　なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替

えるものとする。上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、株式無償割当を行なう場

合、株式併合を行なう場合及びその他これらに準じた場合に、行使価額の調整を必要とするときは、合理的な

範囲内で、行使価額は適切に調整されるものとする。

　

４　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は消滅する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は消滅するものとする。
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a　在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合

c　会社法第356条に違反する競業取引を行なった場合

d　会社法第356条に定める行為を行ない、当社またはソフトバンクグループ各社に対して損害賠償責任を

負うべき場合

e　当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしく

はコンサルタントに就任または就職した場合

f　禁錮以上の刑に処せられた場合

g　当社またはソフトバンクグループの社会的信用を害する行為その他当社またはソフトバンクグループ

に対する背信的行為と認められる行為をした場合

h　新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

i　本新株予約権を放棄した場合

j　権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。

a　平成20年６月16日と株式公開日より６ヶ月経過する前日のどちらか遅い日までは、割当てられた新株

予約権の全てについて権利行使することができない。

b　上記a 経過後、1年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

c　上記b 経過後、1年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。

d　上記c 経過後、平成28年６月16日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

５　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。

　

６　平成19年10月１日の株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

額」、「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」が調整されている。
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⑧　会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況

（平成19年９月20日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１

70

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１

70

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）２

160,000

新株予約権の行使期間
　平成22年11月２日～
平成25年11月１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　　160,000
資本組入額　 80,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、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。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事由

が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行（会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く）または自己株

式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

１株あたり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。また、新株予約権の割当日後に、合併または会社分割等を行う場合、その他行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使

価額を調整するものとする。 

　

３　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は消滅する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は消滅するものとする。

a　在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合

c　会社法第356条に違反する競業取引を行なった場合

d　会社法第356条に定める行為を行ない、当社に対して損害賠償責任を負うべき場合 

e　当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしく

はコンサルタントに就任または就職した場合 

f　禁錮以上の刑に処せられた場合

g　当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為をした場合
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h　新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

i　本新株予約権を放棄した場合

j　権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。 

a　平成22年11月２日より１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。 

c　上記b 経過後、平成25年11月１日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

４　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。
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⑨　会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権の状況

（平成19年９月20日取締役会決議）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個）
（注）１

220

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

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）
（注）１

220

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注）２

160,000

新株予約権の行使期間
　平成22年11月２日～
平成25年11月１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　　160,000
資本組入額　 80,000

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－

(注) １　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行なう場合には、付与株式数は当該株式の分

割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、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。また、当社が普通株式につき無償割当を行なう場合その他付与株式数の調整を必要とする事由

が生じた場合には、付与株式数は適切に調整されるものとする。

　

２　新株予約権発行日以降、当社が株式分割及び行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額で新株を

発行（会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づく新株予約権の行使の場合を除く）または自己株

式を処分するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株あたり払込金額

１株あたり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。また、新株予約権の割当日後に、合併または会社分割等を行う場合、その他行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使

価額を調整するものとする。 

　

３　新株予約権行使の条件

（1）対象者が権利行使資格を喪失した場合、対象者は権利行使資格を喪失した日以降、本新株予約権を一切行

使できず、かかる日において未行使の本新株予約権は消滅する。

（2）対象者が次に掲げる各号の一に該当した場合には、直ちに、かかる日において未行使の本新株予約権の権

利行使はできなくなり、本新株予約権は消滅するものとする。

a　在籍する会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合

b　会社法第331条に規定する欠格事由に該当するに至った場合

c　会社法第356条に違反する競業取引を行なった場合

d　会社法第356条に定める行為を行ない、当社に対して損害賠償責任を負うべき場合 

e　当社の書面による承諾なしに当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、顧問、相談役もしく

はコンサルタントに就任または就職した場合 

f　禁錮以上の刑に処せられた場合
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g　当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為をした場合

h　新株予約権割当契約またはこれに関連する契約に違反した場合

i　本新株予約権を放棄した場合

j　権利行使期間到来前に死亡した場合

（3）対象者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することを条件とする。ただし、行使可能な新株予約権

の数に１個未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げた数とする。 

a　平成22年11月２日より１年間は、割当てられた新株予約権の25％について権利行使することができる。

b　上記a 経過後、１年間は、割当てられた新株予約権の50％について権利行使することができる。 

c　上記b 経過後、平成25年11月１日までは、割当てられた新株予約権の全てについて権利行使することが

できる。

（4）その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。

　

４　新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行なうことはできない。
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(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年７月１日～
平成20年９月30日
（注）

2 63,622 25 1,620,711 25 1,664,427

（注）　ストック・オプションの行使による増加であります。　

　

　

　

(5) 【大株主の状況】

　　　平成20年９月30現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ソフトバンク　メディアマーケティング　
ホールディングス株式会社

東京都港区赤坂４－13－13 34,858 54.78

ヤフー株式会社 東京都港区六本木６－10－１ 2,616 4.11

株式会社サンブリッジ 東京都渋谷区恵比寿１－19－19 2,524 3.96

藤村　厚夫 埼玉県飯能市 2,040 3.20

樋口　理 東京都大田区 1,244 1.95

新野　淳一 東京都狛江市 1,225 1.92

四本　健 東京都三鷹市 1,008 1.58

大槻　利樹 東京都大田区 481 0.75

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 440 0.69

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 420 0.66

計 ― 46,856 73.65
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20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）
（自己保有株式） 株主として権利内容に何ら

制限のない標準となる株式普通株式 4 －

完全議決権株式（その他） 普通株式 63,618 63,618 同上

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 63,622 － －

総株主の議決権 － 63,618 －

　

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
アイティメディア株式会社

東京都千代田区丸の内
三丁目1番1号

4 － 4 0.00

計 － 4 － 4 0.00
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 平成20年５月 平成20年６月 平成20年７月 平成20年８月 平成20年９月

最高（円） 95,700 96,800 84,200 68,500 51,900 46,800

最低（円） 84,800 83,100 66,100 49,200 34,650 36,000

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。

　

　

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　該当事項はありません。

　

　

(2) 退任役員

　該当事項はありません。

　

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

管理本部長
兼経営企画部長

管理本部長
兼コーポレート・

コミュニケーション室長
工藤　　靖 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年　７月

１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成　20年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,274,245 1,111,736

受取手形及び売掛金 527,436 625,306

有価証券 949,811 1,126,153

仕掛品 1,265 1,482

その他 93,034 116,731

貸倒引当金 △53 △63

流動資産合計 2,845,741 2,981,346

固定資産

有形固定資産 ※１
 104,521

※１
 97,951

無形固定資産

のれん 30,679 40,905

その他 149,133 144,701

無形固定資産合計 179,812 185,607

投資その他の資産

投資有価証券 1,099,830 1,006,185

その他 141,074 138,274

投資その他の資産合計 1,240,904 1,144,459

固定資産合計 1,525,239 1,428,019

資産合計 4,370,980 4,409,365

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 58,159 55,608

未払法人税等 48,608 182,097

賞与引当金 89,071 97,449

その他 107,842 136,940

流動負債合計 303,682 472,097

負債合計 303,682 472,097

純資産の部

株主資本

資本金 1,620,711 1,600,719

資本剰余金 1,664,427 1,644,435

利益剰余金 775,402 688,877

自己株式 △906 △906

株主資本合計 4,059,634 3,933,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △487 －

評価・換算差額等合計 △487 －

新株予約権 8,150 4,142

純資産合計 4,067,297 3,937,268

負債純資産合計 4,370,980 4,409,365
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(2) 【四半期連結損益計算書】
　　【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

売上高 1,634,858

売上原価 582,498

売上総利益 1,052,359

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 348,178

賞与引当金繰入額 49,405

その他 520,903

販売費及び一般管理費合計 918,487

営業利益 133,872

営業外収益

受取利息 14,389

受取配当金 750

その他 530

営業外収益合計 15,670

営業外費用

株式交付費 421

雑損失 261

営業外費用合計 682

経常利益 148,860

税金等調整前四半期純利益 148,860

法人税、住民税及び事業税 49,034

法人税等調整額 13,300

法人税等合計 62,334

四半期純利益 86,525
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

売上高 865,553

売上原価 300,610

売上総利益 564,942

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 167,046

賞与引当金繰入額 28,420

その他 259,067

販売費及び一般管理費合計 454,534

営業利益 110,407

営業外収益

受取利息 4,176

その他 2

営業外収益合計 4,178

営業外費用

株式交付費 2

為替差損 214

雑損失 69

営業外費用合計 287

経常利益 114,299

税金等調整前四半期純利益 114,299

法人税、住民税及び事業税 44,345

法人税等調整額 4,500

法人税等合計 48,845

四半期純利益 65,453
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 148,860

減価償却費 38,910

のれん償却額 10,226

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △15,139

株式交付費 421

売上債権の増減額（△は増加） 97,869

たな卸資産の増減額（△は増加） 217

仕入債務の増減額（△は減少） 2,550

その他 △23,139

小計 252,387

利息及び配当金の受取額 23,137

法人税等の支払額 △179,305

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） 226,186

有形固定資産の取得による支出 △29,396

無形固定資産の取得による支出 △26,749

投資有価証券の取得による支出 △193,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,271

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 39,562

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,509

現金及び現金同等物の期首残高 1,611,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,724,245
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　会計方針の変更

　(１) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基

準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。

　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与

える影響はありません。

　

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結

会計年度において使用した将来の業績予想を利用する

方法によっております。

　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　　該当事項はありません。

　

　

　

【追加情報】

　
　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 　 107,926千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　 　88,475千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　　　該当事項はありません。

　

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月1日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連　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 1,274,245千円

預入期間が３ヶ月以内

の譲渡性預金
450,000 〃

現金及び現金同等物 1,724,245千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月1日　

至　平成20年９月30日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式（株） 63,622

　

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 4

　

　

　

３　新株予約権等に関する事項
　
　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　提出会社　8,150千円

　

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
　
　　　　該当事項はありません。
　
　
　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
　
　　　　該当事項はありません。

　　　

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項
　
　　　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)
　
　　　　該当事項はありません。

　

　

　

（有価証券関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日)
　

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

　

（デリバティブ取引関係）

　　当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日)
　
　　　　当社グループはデリバティブ取引を行なっていないため、該当事項はありません。

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)
　
　　　記載すべき重要な事項はありません。

　

　 

　

（企業結合等関係）

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

（単位：千円）

テクノロ

ジー・

メディア

事業

ライフ

スタイル・

メディア

事業

エンター

プライズ・

メディア

事業

ビジネス・

メディア

事業

人財

メディア

事業

ターゲ

ティング・

メディア

事業

計
消去又は

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

257,714161,013141,564120,55584,087100,617865,553 － 865,553

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － － －

計 257,714161,013141,564120,55584,087100,617865,553 － 865,553

営業利益又は
営業損失(△)

49,504△8,4415,29730,49122,22811,327110,407 － 110,407

　

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主な事業内容

(1) テクノロジー・メディア事業 専門性の高いIT関連情報・技術解説

(2) ライフスタイル・メディア事業 携帯、パソコン、家電、ゲーム等デジタル関連機器の製品情報

ならびに活用情報

(3) エンタープライズ・メディア事業企業情報システムの導入や運用等の意思決定に資する情報

(4) ビジネス・メディア事業 情報技術に関するニュース及び、ITを効率的に仕事へ活用する

ための情報

(5) 人財メディア事業 スキルアップや転職を希望するIT関連技術者を支援するための

情報及び会員サービス

(6) ターゲティング・メディア事業 IT関連製品やサービスの導入・購買を支援する情報ならびに会

員サービス
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当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

（単位：千円）

テクノロ

ジー・

メディア

事業

ライフ

スタイル・

メディア

事業

エンター

プライズ・

メディア

事業

ビジネス・

メディア

事業

人財

メディア

事業

ターゲ

ティング・

メディア

事業

計
消去又は

全社
連結

売上高

(1)外部顧客に対
する売上高

450,811320,142255,585246,499172,350189,4691,634,858－ 1,634,858

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － － －

計 450,811320,142255,585246,499172,350189,4691,634,858－ 1,634,858

営業利益又は
営業損失(△)

63,525△20,101△34,89562,56346,57416,205133,872 － 133,872

　

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分に属する主な事業内容

(1) テクノロジー・メディア事業 専門性の高いIT関連情報・技術解説

(2) ライフスタイル・メディア事業 携帯、パソコン、家電、ゲーム等デジタル関連機器の製品情報

ならびに活用情報

(3) エンタープライズ・メディア事業企業情報システムの導入や運用等の意思決定に資する情報

(4) ビジネス・メディア事業 情報技術に関するニュース及び、ITを効率的に仕事へ活用する

ための情報

(5) 人財メディア事業 スキルアップや転職を希望するIT関連技術者を支援するための

情報及び会員サービス

(6) ターゲティング・メディア事業 IT関連製品やサービスの導入・購買を支援する情報ならびに会

員サービス
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
　　在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

　

　

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月1日　至　平成20年９月30日）

　

　　　在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

　

　

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

　

　

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月1日　至　平成20年９月30日）

　

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日)

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

63,805円01銭 62,413円73銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,067,297 3,937,268

普通株式に係る純資産額（千円） 4,059,147 3,933,125

差額の主な内訳

　新株予約権（千円） 8,150 4,142

普通株式の発行済株式数（株） 63,622 63,021

普通株式の自己株式数（株） 4 4

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（株）

63,618 63,017
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1,363円20銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 1,357円30銭

　
(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 86,525

普通株式に係る四半期純利益（千円） 86,525

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式の期中平均株式数（株） 63,471.91

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳（株）
　新株引受権
　新株予約権

244.08
32.03

普通株式増加数（株） 276.11

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

－

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1,028円86銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 1,026円59銭

　
(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 65,453

普通株式に係る四半期純利益（千円） 65,453

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式の期中平均株式数（株） 63,617.78

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳（株）
　新株引受権
　新株予約権

140.61
－

普通株式増加数（株） 140.61

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

－
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月1日　至　平成20年９月30日）

　

子会社の取得に関する事項

平成20年10月16日開催の当社取締役会において、zoome株式会社の発行済み株式の全部を取得することに関

し、株式会社アッカ・ネットワークスとの間で株式譲渡に関する基本合意書を締結することを決議しました。

また、平成20年10月29日開催の当社取締役会において、最終合意及び株式譲渡契約書を締結することを決議

し、平成20年10月31日に当該株式を取得いたしました。これにより、zoome株式会社は当社の100％子会社とな

りました。
　

（１）株式取得の目的

当社グループは、運営する各メディア（ウェブサイト）を通じて、IT、デジタル製品、ビジネスパーソン向け

情報をはじめとするニュースや専門記事を、情報感度の高い読者に対して提供してきました。現在、従来から

の迅速かつ専門性の高い情報配信に加え、豊かな表現力を持つ動画コンテンツを各メディアの記事内に盛り

込む取り組みを強化しているところです。

zoome株式会社は、同社の運営する参加型ムービーコミュニティ「zoome」において、高画質の動画配信をは

じめとする優れた技術基盤やユーザーからの投稿を促す企画力などを保有しています。当社グループでは、同

社の技術やノウハウによって、従来の読者の満足度向上と新たな読者層や顧客の獲得が見込めると判断して

います。

このような背景の下、当社グループは今後のオンライン・メディアに求められる技術や表現の多様化に対

応すべく、zoome株式会社の全株式を取得し子会社化いたしました。

　

（２）株式取得の相手先

　商号 株式会社アッカ・ネットワークス

　代表者 代表取締役社長　須山 勇

　本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

　主な事業内容 電気通信事業

　当社との関係 該当事項はありません。
　

（３）買収する会社の名称、事業内容、規模

　商号 zoome株式会社

　代表者 代表取締役社長　工藤 純平

　本店所在地 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

　設立年月日 平成20年６月２日

　主な事業内容 インターネットメディア事業

　従業員数 ９名

　資本金 １百万円

　資本準備金 90百万円

  その他資本剰余金 ３百万円

  売上の規模 設立したばかりで初年度が未了のため公表できる業績はありません。
　

（４）日程

　 平成20年10月16日　株式譲渡に関する基本合意書締結

　 平成20年10月29日　株式譲渡契約書締結

　 平成20年10月31日　株式取得

　

（５）取得する株式の数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

　取得する株式の数 1,900株

　取得価額 95百万円

　取得前の所有株式数 ０株（所有割合： ０％）

　取得後の所有株式数 1,900株（所有割合：100％）
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２【その他】

　

　

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２０年１０月３１日

アイティメディア株式会社

取締役会　御中

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　　浅　枝　芳　隆　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　　津　田　英　嗣　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているア

イティメディア株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期

連結会計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２

０年４月１日から平成２０年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期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四半期連結財務諸表に

対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アイティメディア株式会社及び連結子会社の

平成２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する 

第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年１０月１６日開催の取締役会において、zoome

株式会社の全株式を取得することを決議し、平成２０年１０月３１日に子会社化している。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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