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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】

回次
第14期
第２四半期
累計期間

第15期
第２四半期
累計期間

第14期
第２四半期
会計期間

第15期
第２四半期
会計期間

第14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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 2,320,0821,850,8321,213,491979,4084,720,100

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
△59,977 14,706 20,375 30,323 8,766

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失(△)（千円）
△31,976 △46,768 50,383 △29,196 16,084

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） － － 771,275 771,275 771,275

発行済株式総数（株） － － 29,560 29,560 29,560

純資産額（千円） － － 722,793 723,941 770,854

総資産額（千円） － － 1,505,1511,354,6081,492,722

１株当たり純資産額（円） － － 25,615.5225,656.2327,318.78

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△1,133.23△1,657.461,785.56△1,034.72 570.03

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － －

自己資本比率（％） － － 48.0 53.4 51.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
14,308△114,699 － － 47,175

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
55,704 △35,288 － － 7,169

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△100,004 74,664 － － △200,000

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 495,114 304,127 379,450

従業員数（人） － － 169 167 154

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について、第14期第２四半期累計期間、第15期第２四半期累

計期間および第15期第２四半期会計期間は、潜在株式は存在するものの四半期（当期）純損失を計上している

ため記載しておりません。また、第14期および第14期第２四半期会計期間は、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため、記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社の事業内容には重要な変更はありません。

　

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 167 (9)

　（注）１. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均雇用人数を外数で記載し

ております。

　　　　２．従業員数が当第２四半期会計期間において18名増加しましたのは、臨時従業員としていた契約社員のうち29名を

正社員雇用に転換したことによります。
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第２【事業の状況】

１【制作、受注及び販売の状況】

 (１）制作実績

区分
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

インタラクティブ・マーケティン

グ事業（千円）
439,001 89.8

合計（千円） 439,001 89.8

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、製造原価によっております。

　

 (２）広告及び商品の仕入実績

区分
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

インタラクティブ・マーケティン

グ事業（千円）
357,547 80.9

合計（千円） 357,547 80.9

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、仕入価格によっております。

　

 (３）受注状況

区分 受注高（千円）  前年同四半期比（％） 受注残高（千円）  前年同四半期比（％）

インタラクティブ・マー

ケティング事業（千円）
973,612 87.5 265,895 65.3

合計（千円） 973,612 87.5 265,895 65.3

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、販売価格によっております。

　

 (４）販売実績

区分
当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

インタラクティブ・マーケティン

グ事業（千円）
979,408 80.7

合計（千円） 979,408 80.7

（注）１．前第２四半期会計期間及び当第２四半期会計期間における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。

相手先

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

トレンドマイクロ株式会社 － － 110,838 11.3

　　※前第２四半期会計期間については、当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。　

　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況　　

当第２四半期会計期間において、わが国の経済は、海外経済の回復傾向に伴い景気後退に落ち着きは見せつつある

ものの、企業における雇用や設備投資への見通しは依然として厳しい状況が続いております。　

こうした景気情勢ではありますが、当社が属するインターネット業界では、EC（電子商取引）を中心に市場は引き

続き拡大傾向にあり、顧客企業においては、よりインターネットの技術を活用した付加価値や費用対効果の高いサー

ビスの提供を志向しております。　

　当社では、そうした顧客企業のニーズに合致するサービスとして、アクセスログ等のデータベースを用いて、顧客企

業のウェブマーケティング効果を高める各種サービスの開発・提供を行っております。

また、生産性・収益性を高める方針のもと、ウェブ開発センターにおける内製化の推進や顧客企業常駐型のウェブ

サイト運営支援サービスの展開により社内人員の稼働率を高めるとともに、案件別の収益管理を強化し、不採算案件

の削減にも努めております。　

　経費に関しても本社オフィス移転を９月に実施するなど、販売管理費等のコスト削減にも引き続き取り組むことで、

収益性の改善を図っております。

　

　以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は979百万円（前年同四半期比19.3％減）、営業利益は30百万円（前年

同四半期比66.7％増）、経常利益は30百万円（前年同四半期比48.8％増）、四半期純損失29百万円（前年同四半期は

四半期純利益50百万円）となりました。

　

(2)財政状態

（総資産）

　当第２四半期会計期間末の総資産は1,354百万円（前事業年度末比138百万円の減少）となりました。これは主とし

て、現金及び預金75百万円、敷金及び保証金77百万円が減少したことによるものです。

（負債）

　当第２四半期会計期間末の負債は630百万円（前事業年度末比91百万円の減少）となりました。これは、借入金が74

百万円、未払金及び未払費用が26百万円増加したものの、買掛金が125百万円、本社移転損失引当金が31百万円減少し

たことによるものです。

（純資産）

　純資産につきましては723百万円（前事業年度末比46百万円の減少）となりました。これは主として、四半期純損失

によるものです。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、第１四半期会計期間末に比

べて98百万円減少し、304百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は、69百万円（前年同四半期比０百万円減）となり

ました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加61百万円によるものであり、支出の主な内訳は、売上債権の増加155百万円

によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、24百万円（前年同四半期は57百万円の獲得）と

なりました。これは主として、敷金及び保証金の差し入れによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、4百万円（前年同四半期比46百万円減）となりまし

た。これは、主として長期借入金の返済によるものです。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題　

　　当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社　　

　法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値および株主共同の利益を最大限

に確保し、より向上させるという最終的な目的を理解しているものでなければならないと考えます。

　したがいまして、特定の者またはグループが当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式を取得するこ

とにより、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益が毀損されるおそれが存在すると考えられる場合

には、かかる特定の者またはグループが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切である

として、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様に共通する利益

を保全するための相当な措置を講ずることといたします。

　

②基本方針実現のための取組み

（a）基本方針の実現に資する特別な取組み 

　当社は平成７年の創業以来、“デジタルマーケティングインテグレーションを通じて豊かなデジタルインフ

ラ社会の創造に大きく貢献する”ことを経営理念として、インターネットマーケティング関連の事業を軸とし

て企業価値の最大化を目指してまいりました。このような理念の下、顧客企業のマーケティング活動における

投資対効果最大化のために、ウェブインテグレーションやインターネット広告代理等の個々のサービス起点で

はなく、マーケティング施策の全体最適化をワンストップソリューションで実現するサービスの提供体制を築

いてまいりました。

（b）基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　当社は、平成21年６月29日開催の第14期定時株主総会において「当社株券等の大規模買付行為への対応策

（買収防衛策）」（以下本プランといいます。）の一部改定・継続を決議いたしました。

　本プランは、当社株券等の20％以上を取得しようとする者が従うべき手続きとして、①事前に大規模買付者が

当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大

規模買付行為を開始する、という「大規模買付ルール」を定めています。具体的な手続は次のとおりです。 

（イ）情報提供の要求

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨

の意向表明書をご提出いただきます。

　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成の

ために必要かつ十分な情報(以下「必要情報」といいます。) を提供していただきます。

　そして、当社は、上記意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき必要情報

のリストを当該大規模買付者に交付します。

（ロ）取締役会による評価等 

　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の

提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合)または

90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための

期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。したがって、大規模

買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会

は独立の外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会と

しての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関

する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもありま

す。

（ハ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

　大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、後記独立委員会の勧告を最大限に尊重しつつ、当社の企業価値および株主共同の利益を

守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、

大規模買付行為に対抗する場合があります。

（ニ）独立委員会の設置 

　当社取締役会が上記対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するた

めのチェック機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断

を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役、ならびに社外有識者の

中から選任します。 

　本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.members.co.

jp/）に掲載している平成21年５月26日付ニュースリリースをご覧下さい。 
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（c）具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われ

るところのいわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値および株主の皆様に共通の利益に適うものであれ

ば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う提案に応ずるか否かの判断

も、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

　しかしながら、株式の大規模買付行為においては、その目的等から見て企業価値または株主の皆様の共同利

益に反するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大規模買付行為について検討することまたは対象会社の取締役会が代替案を提案するための時間と情報

を提供しないもの、大規模買付者の示した条件が対象会社の適正な価値を十分に反映しているとはいえない

もの等、対象会社の企業価値または株主共同の利益に適合しないものも少なくありません。

　当社は、当社株式の適正な価値を株主の皆様や投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めており

ますものの、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当か

どうかを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から

適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを

考える株主の皆様にとっても、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、顧客および

取引先等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営に参画した

ときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、

当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとって

は重要な判断材料となると考えます。

　これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に、株主の皆様の判断

のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至りました。

当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を

速やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたしま

す。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様

に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意

見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と(代替案が提示された場合には)その代替案を検討することが可能

となり、最終的な応否を適切に決定する機会を得られることとなります。結果として、当該プロセスを経るこ

とは、まさに基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益に合致するものであり、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対的買収者が現れた場合に

おいて、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業計画の提案と検討期間の設定を求め、当該買収者と

協議してその事業計画の検討を行い、取締役会としての意見を表明するとともに、株主に対し代替案を提示

することは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的なものである限り、取締役会にとってその権限を

濫用するものとはいえない」と判示され、その正当性が是認されているところです（東京地方裁判所平成17

年７月29日決定）。

　そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行わ

れることが、当社および当社株主全体の利益に合致すると考え、第一の対応策として、大規模買付ルールを設

定することといたしました。

　

(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２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設および除却等の計画はありません。
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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 100,000

計 100,000

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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
　

（平成21年11月13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 29,560 29,560
名古屋証券取引所

（セントレックス）

当社は単元株制度を採

用しておりまん。

計 29,560 29,560 ─ ─
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（２）【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

第９回定時株主総会決議日（平成16年８月26日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数 214個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

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 214株

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円

新株予約権の行使期間
平成18年９月１日～

平成26年７月31日

新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額

発行価格　　　45,000円

資本組入額　　22,500円

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150

百万円以上であることを要する。

(2）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相

続人がその権利を行使することができる。

(3）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利

行使はできないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監

査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業

員、または当社が業務を委託している会計士もしくは

コンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただ

し、取締役会が認めた場合はこの限りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑

に処せられた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第

三者に対する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者

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、取締役会の承認を要する

ものとする。

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 －
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第10回定時株主総会決議日（平成17年８月26日）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数 198個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

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 198株

新株予約権の行使時の払込金額 50,000円

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～

平成27年７月31日

新株予約権の権利行使により発行する株式の発行価格及

び資本組入額

発行価格　　　50,000円

資本組入額　　25,000円

新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権行使時の前年度末の当社の営業利益が150

百万円以上であることを要する。

(2）新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相

続人がその権利を行使することができる。

(3）次の各号に該当する場合、新株予約権は喪失し、権利

行使はできないものとする。

①　新株予約権の割当てを受けた者が、当社の取締役、監

査役もしくは従業員、関連会社の取締役もしくは従業

員、または当社が業務を委託している会計士もしくは

コンサルタントのいずれでもなくなった場合。ただ

し、取締役会が認めた場合はこの限りでない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が、禁固刑以上の刑

に処せられた場合。

③　新株予約権の割当てを受けた者が、新株予約権の第

三者に対する質入れその他の処分をした場合。

④　その他の条件については、株主総会および取締役会

決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者

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、取締役会の承認を要する

ものとする。

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 －
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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21年７月１日～

　

平成21年９月30日

－ 29,560 － 771,275 － 401,738

　

（５）【大株主の状況】

　

　 平成21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
（％）

剣持　忠 東京都杉並区    8,220 27.80

株式会社リクルート 東京都中央区銀座８－４－17 3,537 11.96

電通ドットコム第二号投資事業有

限責任組合　

無限責任組合員　株式会社電通

ドットコム

東京都中央区築地１－９－５

一九堂ビル６階
1,905 6.44

有限会社光パワー
東京都港区南麻布３－19－23

オーク南麻布13階
1,700 5.75

アント・ブリッジ２号投資事業有

限責任組合

無限責任組合員　アント・キャピ

タル・パートナーズ株式会社

代　日興アントファクトリー

株式会社 

東京都千代田区丸の内１－２－１

（アント・キャピタル・パートナーズ株式

会社内）

1,600 5.41

株式会社アイ・エム・ジェイ 東京都品川区西五反田７－１－１　 1,320 4.46

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１－16－15 1,020 3.45

小峰　正仁 神奈川県三浦郡葉山町 476 1.61

クレディットスイスチューリッヒ

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

東京都千代田区丸の内２－７－１

決済事業部
441 1.49

山本　治 東京都世田谷区　 408 1.38

計 ― 20,627 69.78

(注)　自己株式の保有割合が上位10位以内に入っておりますが、表中には記載しておりません。

      自己株式の所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、次の通りであります。

      所有株式数　1,343株　 発行済株式総数に対する所有株式数の割合　4.54％
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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） 普通株式　　1,343　　　 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　 28,217　　　 28,217 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 29,560 ― ―

総株主の議決権 ― 28,217 ―

　

②【自己株式等】

 平成21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（％）

株式会社メンバーズ
東京都品川区西五反

田５－２－４
1,343 ― 1,343 4.54

計 ― 1,343 ― 1,343 4.54

　

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21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 12,500 12,980 18,500 18,000 20,000 22,000

最低（円） 9,800 9,710 11,000 14,600 17,000 16,500

　（注）　最高・最低株価は名古屋証券取引所（セントレックス）におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表については明誠監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務

諸表については監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 304,127 379,450

受取手形及び売掛金 718,905 746,931

仕掛品 30,505 48,484

その他 97,273 38,043

貸倒引当金 △50 △1,517

流動資産合計 1,150,761 1,211,391

固定資産

有形固定資産 ※2
 34,899

※2
 35,822

無形固定資産 17,775 18,271

投資その他の資産

敷金及び保証金 124,622 202,455

その他 26,549 24,780

投資その他の資産合計 151,172 227,236

固定資産合計 203,846 281,330

資産合計 1,354,608 1,492,722

負債の部

流動負債

買掛金 303,374 429,226

1年内返済予定の長期借入金 16,008 －

未払金及び未払費用 182,282 155,774

未払法人税等 3,829 6,657

賞与引当金 14,020 33,291

本社移転損失引当金 － 31,088

その他 29,266 30,201

流動負債合計 548,781 686,240

固定負債

長期借入金 58,656 －

リース資産減損勘定 23,229 35,627

固定負債合計 81,885 35,627

負債合計 630,666 721,868
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △403,512 △356,743

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 724,085 770,854

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △143 －

評価・換算差額等合計 △143 －

純資産合計 723,941 770,854

負債純資産合計 1,354,608 1,492,722
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,320,082 1,850,832

売上原価 1,936,646 1,545,086

売上総利益 383,435 305,746

販売費及び一般管理費 ※
 444,329

※
 290,075

営業利益又は営業損失（△） △60,893 15,670

営業外収益

受取利息 588 83

受取配当金 266 96

償却債権取立益 3,622 －

受取保険金 － 120

その他 941 5

営業外収益合計 5,419 305

営業外費用

支払利息 1,269 547

支払手数料 2,239 120

過年度消費税等 － 423

その他 994 179

営業外費用合計 4,502 1,269

経常利益又は経常損失（△） △59,977 14,706

特別利益

投資有価証券売却益 46,716 －

貸倒引当金戻入額 － 1,467

その他 709 －

特別利益合計 47,426 1,467

特別損失

固定資産除却損 － 26,413

支社閉鎖損失 14,685 －

支社閉鎖損失引当金繰入額 1,614 －

本社移転損失 － 28,544

特別退職金 － 6,840

その他 1,235 －

特別損失合計 17,535 61,797

税引前四半期純損失（△） △30,086 △45,623

法人税、住民税及び事業税 1,890 1,145

法人税等合計 1,890 1,145

四半期純損失（△） △31,976 △46,768

EDINET提出書類

株式会社メンバーズ(E05153)

四半期報告書

17/27



【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 1,213,491 979,408

売上原価 994,507 806,958

売上総利益 218,984 172,450

販売費及び一般管理費 ※
 200,550

※
 141,722

営業利益 18,434 30,727

営業外収益

受取利息 588 83

償却債権取立益 3,622 －

その他 243 5

営業外収益合計 4,454 88

営業外費用

支払利息 541 399

支払手数料 1,795 －

その他 176 93

営業外費用合計 2,512 493

経常利益 20,375 30,323

特別利益

投資有価証券売却益 46,716 －

その他 1,771 －

特別利益合計 48,487 －

特別損失

固定資産除却損 － 26,413

支社閉鎖損失 14,685 －

支社閉鎖損失引当金繰入額 1,614 －

本社移転損失 － 25,694

特別退職金 － 6,840

その他 1,235 －

特別損失合計 17,535 58,947

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 51,328 △28,624

法人税、住民税及び事業税 945 572

法人税等合計 945 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） 50,383 △29,196
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △30,086 △45,623

減価償却費 4,319 6,311

支社閉鎖損失 14,685 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △13,535 －

支社閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,614 －

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － △31,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,482 △1,467

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,842 △19,271

受取利息及び受取配当金 △855 △180

支払利息 1,269 547

投資有価証券売却損益（△は益） △46,716 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,235 －

固定資産除却損 － 26,413

特別退職金 － 6,840

売上債権の増減額（△は増加） 280,298 28,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,992 17,978

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,161 29,381

仕入債務の増減額（△は減少） △94,061 △125,852

その他の流動負債の増減額（△は減少） △103,593 3,370

小計 17,401 △104,471

利息及び配当金の受取額 855 180

利息の支払額 △1,046 △2,268

特別退職金の支払額 － △4,980

法人税等の支払額 △2,901 △3,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,308 △114,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △590 －

無形固定資産の取得による支出 △1,066 △400

投資有価証券の取得による支出 △598 △625

投資有価証券の売却による収入 56,750 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △34,622

その他の収入 1,210 360

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,704 △35,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △50,004 －

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △50,000 △5,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △100,004 74,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,991 △75,323

現金及び現金同等物の期首残高 525,105 379,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 495,114

※
 304,127
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【四半期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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　第１四半期会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しておりますが、

工事進行基準の適用要件を満たすプロジェクトが存在しないため、工事完成

基準を適用しております。

これにより、当第２四半期累計期間における損益に与える影響はありま

せん。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期損益計算書関係）

１．前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は、営

　業外利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２

　四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は865千円であります。　

２．前第２四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「過年度消費税等」は、　　

　重要性が増加したため、当第２四半期累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累計期間

　の営業外費用の「その他」に含まれる「過年度消費税等」は480千円であります。

３．前第２四半期累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、　

　特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２

　四半期累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は709千円であります。　

　

EDINET提出書類

株式会社メンバーズ(E05153)

四半期報告書

20/27



　　　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

　　　　　　　　　―――――――― 　１　受取手形割引高は、57,743千円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、24,579千円で

　　あります。

　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、52,782千円で

　　あります。

　　　　　　　　　――――――――　 　３　当社は、運用資金の効率的な調整を行うため取引

　　銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

　　未実行残高等は、次のとおりであります。

　 当座貸越極度額の総額 300,000千円

借入実行残高 ――――

差引額 300,000

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 216,715千円

賞与引当金繰入額 18,381 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 135,615千円

賞与引当金繰入額 5,972 

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 105,156千円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給料手当 65,494千円

賞与引当金繰入額 5,972 

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 495,114千円

現金及び現金同等物 495,114

　

現金及び預金勘定 304,127千円

現金及び現金同等物 304,127
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　29,560株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　 1,343株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（有価証券関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）

　　当社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。

　

（持分法損益等）

　前第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び前第２四半期会計期間（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。

　

　当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自　平成　　　　

　

　21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 25,656.23円 １株当たり純資産額 27,318.78円

２．１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額

前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額  1,133.23円 １株当たり四半期純損失金額 1,657.46円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純損失(△)（千円） △31,976 △46,768

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失(△)（千円） △31,976 △46,768

期中平均株式数（株） 28,217 28,217

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めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額         1,785.56円 １株当たり四半期純損失金額 1,034.72円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 50,383 △29,196

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

(△)（千円）
50,383 △29,196

期中平均株式数（株） 28,217 28,217

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めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

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11月14日

株式会社メンバーズ

取締役会　御中

明誠監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中村　嘉伸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中澤　研二　　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」に掲げられている株式会社メンバーズ

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第14期事業年度の第２四半期会計期間（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）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メンバーズの平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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。

　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

告書作成会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月13日

株式会社メンバーズ

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小笠原　直　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 戸城　秀樹　　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」に掲げられている株式会社メンバーズ

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第15期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メンバーズの平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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。

　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

告書作成会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期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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