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０１０１０１０１

■■■■■■■■会社概要会社概要会社概要会社概要会社概要会社概要会社概要会社概要　　　　　　　　

商号 株式会社商号 株式会社商号 株式会社商号 株式会社
設立設立設立設立 年年年年 月月月月 日日日日（９月決算）（９月決算）（９月決算）（９月決算）

株式上場日株式上場日株式上場日株式上場日 2001200120012001年年年年 月月月月 日日日日
資本金資本金資本金資本金 円円円円
発行済 株式数発行済 株式数発行済 株式数発行済 株式数 株株株株 （（（（（（（（内内内内内内内内261261261261261261261261株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、株ストックオプション行使済、0202020202020202年年年年年年年年77777777月月月月月月月月1919191919191919日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（日以降　株式分割（11111111：：：：：：：：33333333））））））））））））））））　　　　　　　　

事業事業事業事業 総合支援企業総合支援企業総合支援企業総合支援企業総合支援企業総合支援企業総合支援企業総合支援企業
事業内容 事業事業内容 事業事業内容 事業事業内容 事業

事業事業事業事業
従業員数従業員数従業員数従業員数 名 単体名 単体名 単体名 単体 名 連結名 連結名 連結名 連結 正社員正社員正社員正社員

名 単体名 単体名 単体名 単体 名 連結名 連結名 連結名 連結 従業員従業員従業員従業員
平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢 才才才才

主要株主 七村主要株主 七村主要株主 七村主要株主 七村 守守守守
株式会社株式会社株式会社株式会社
日本 信託銀行日本 信託銀行日本 信託銀行日本 信託銀行
清水清水清水清水 洋洋洋洋
株式会社 自己株株式会社 自己株株式会社 自己株株式会社 自己株

自己株数自己株数自己株数自己株数 株 取得金額株 取得金額株 取得金額株 取得金額 円円円円
役員構成 代表取締役社長役員構成 代表取締役社長役員構成 代表取締役社長役員構成 代表取締役社長 七村七村七村七村 守守守守 才才才才

専務取締役 野村宗芳専務取締役 野村宗芳専務取締役 野村宗芳専務取締役 野村宗芳 才才才才
常務取締役 佐藤光紀常務取締役 佐藤光紀常務取締役 佐藤光紀常務取締役 佐藤光紀 才才才才
取締役 早房謙一取締役 早房謙一取締役 早房謙一取締役 早房謙一 才才才才

株主数株主数株主数株主数 名名名名 名名名名 年年年年 月月月月 日現在日現在日現在日現在

年年年年 月月月月 日日日日 現在現在現在現在

年年年年 月月月月 日現在日現在日現在日現在

年年年年 月月月月 日現在日現在日現在日現在



０２０２０２０２

（（（（単位：百万円）単位：百万円）単位：百万円）単位：百万円）

売上高売上高売上高売上高

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

販売管理費販売管理費販売管理費販売管理費

営業利益営業利益営業利益営業利益

１，１４０１，１４０１，１４０１，１４０

９０２９０２９０２９０２

２３８２３８２３８２３８

６，４３８６，４３８６，４３８６，４３８

１，２４６１，２４６１，２４６１，２４６

９７１９７１９７１９７１

２７４２７４２７４２７４

2002200220022002年年年年9999月期第３四半期月期第３四半期月期第３四半期月期第３四半期

（（（（2002/102002/102002/102002/10～～～～6666））））

2003200320032003年年年年9999月期第３四半期月期第３四半期月期第３四半期月期第３四半期

（（（（2003/102003/102003/102003/10～～～～6666））））
伸び率伸び率伸び率伸び率

経常利益経常利益経常利益経常利益
２３２２３２２３２２３２ ３１１３１１３１１３１１

（（（（売上総利益率）売上総利益率）売上総利益率）売上総利益率）

（（（（販売管理比率）販売管理比率）販売管理比率）販売管理比率）

（営業利益率）（営業利益率）（営業利益率）（営業利益率）

（経常利益率）（経常利益率）（経常利益率）（経常利益率）

（２０．５％）（２０．５％）（２０．５％）（２０．５％）

（（（（１６．２％）１６．２％）１６．２％）１６．２％）

（４．３％）（４．３％）（４．３％）（４．３％）

（４．２％）（４．２％）（４．２％）（４．２％）

（（（（１９．４％）１９．４％）１９．４％）１９．４％）

（１５．１％）（１５．１％）（１５．１％）（１５．１％）

（（（（４．３％）４．３％）４．３％）４．３％）

（４．８％）（４．８％）（４．８％）（４．８％）

前年同期前年同期前年同期前年同期 当　期当　期当　期当　期 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

＋９．２＋９．２＋９．２＋９．２％％％％

＋７．６＋７．６＋７．６＋７．６％％％％

＋１５．４＋１５．４＋１５．４＋１５．４％％％％

＋３４．２＋３４．２＋３４．２＋３４．２％％％％

＋１５．８＋１５．８＋１５．８＋１５．８％％％％

■■■■■■■■２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　２００３年９月期　第３四半期累計　（連結決算　総評）　　

５，５６０５，５６０５，５６０５，５６０

インターネット広告代理事業の成長により、売上・利益ともに前年比プラス。インターネット広告代理事業の成長により、売上・利益ともに前年比プラス。インターネット広告代理事業の成長により、売上・利益ともに前年比プラス。インターネット広告代理事業の成長により、売上・利益ともに前年比プラス。

大型媒体の取り扱い拡大により大型媒体の取り扱い拡大により大型媒体の取り扱い拡大により大型媒体の取り扱い拡大により、粗利率が低下。、粗利率が低下。、粗利率が低下。、粗利率が低下。



０３０３０３０３

■■■■■■■■ ２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）２００３年９月期　第３四半期累計　（セグメント別連結決算）

経常利益経常利益経常利益経常利益

連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

税前当期純利益税前当期純利益税前当期純利益税前当期純利益

第第第第第第第第第第第第第第第第
構成比構成比構成比構成比

他他他他

構成比構成比構成比構成比
単位 百万円単位 百万円単位 百万円単位 百万円

切 捨切 捨切 捨切 捨 決算期決算期決算期決算期決算期決算期決算期決算期

売上高売上高売上高売上高

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

第第第第第第第第第第第第第第第第
伸 率伸 率伸 率伸 率

売上高売上高売上高売上高

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

第第第第第第第第第第第第第第第第
伸 率伸 率伸 率伸 率

単位 百万円単位 百万円単位 百万円単位 百万円

単位 百万円単位 百万円単位 百万円単位 百万円

売上 広告代理事業 成長 前年比売上 広告代理事業 成長 前年比売上 広告代理事業 成長 前年比売上 広告代理事業 成長 前年比 増加増加増加増加

売上総利益率 広告代理事業 拡大及 大型媒体 取 扱売上総利益率 広告代理事業 拡大及 大型媒体 取 扱売上総利益率 広告代理事業 拡大及 大型媒体 取 扱売上総利益率 広告代理事業 拡大及 大型媒体 取 扱
拡大 粗利率低下拡大 粗利率低下拡大 粗利率低下拡大 粗利率低下

売上 子会社実績 除売上 子会社実績 除売上 子会社実績 除売上 子会社実績 除 事業単体 前年比事業単体 前年比事業単体 前年比事業単体 前年比 減少減少減少減少

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 事業単独 前年比事業単独 前年比事業単独 前年比事業単独 前年比 増加増加増加増加

粗利率粗利率粗利率粗利率 上昇上昇上昇上昇



０４０４０４０４

■■■■■■■■ ２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）２００３年９月期　第３四半期　（連結貸借対照表）

単位 百万円 切 捨単位 百万円 切 捨単位 百万円 切 捨単位 百万円 切 捨

固定負債合計固定負債合計固定負債合計固定負債合計

流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計

負 債 合 計負 債 合 計負 債 合 計負 債 合 計

負債 部負債 部負債 部負債 部

資 本 合 計資 本 合 計資 本 合 計資 本 合 計

負債 少数株主持分及負債 少数株主持分及負債 少数株主持分及負債 少数株主持分及
資 本 合 計資 本 合 計資 本 合 計資 本 合 計

資本 部資本 部資本 部資本 部

自自自自 己己己己 資資資資 本本本本

総 資 産総 資 産総 資 産総 資 産

増増増増増増増増 減減減減減減減減

●固定資産　＋９９百万円●固定資産　＋９９百万円●固定資産　＋９９百万円●固定資産　＋９９百万円

　・　・　・　・新オフィス移転に伴う新オフィス移転に伴う新オフィス移転に伴う新オフィス移転に伴う

　保証金の一部前払い　保証金の一部前払い　保証金の一部前払い　保証金の一部前払い

　　敷金・保証金　　　敷金・保証金　　　敷金・保証金　　　敷金・保証金　

　　　１０３　　　１０３　　　１０３　　　１０３百万円→百万円→百万円→百万円→１８７１８７１８７１８７百万円百万円百万円百万円

●流動負債　＋６７百万円●流動負債　＋６７百万円●流動負債　＋６７百万円●流動負債　＋６７百万円

　・　・　・　・STO事業部売上増加に事業部売上増加に事業部売上増加に事業部売上増加に

　　伴う買掛金の増加　　伴う買掛金の増加　　伴う買掛金の増加　　伴う買掛金の増加

　　買掛金　　買掛金　　買掛金　　買掛金

　　　６４２　　　６４２　　　６４２　　　６４２百万円→百万円→百万円→百万円→７９６７９６７９６７９６百万円百万円百万円百万円

　　　　　　　　　　　　STO事業部月次売上事業部月次売上事業部月次売上事業部月次売上
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　　※第　　※第　　※第　　※第3333QQQQトピックス（対トピックス（対トピックス（対トピックス（対03/903/903/903/9　　　　2222QQQQ）　　　）　　　）　　　）　　　
●●●●流動資産　－３５６百万円流動資産　－３５６百万円流動資産　－３５６百万円流動資産　－３５６百万円

　　　　　・短期借入金返済に伴う現金の減少　　　　・短期借入金返済に伴う現金の減少　　　　　・短期借入金返済に伴う現金の減少　　　　・短期借入金返済に伴う現金の減少

　　　　　　現金及び預金　　　　　　現金及び預金　　　　　　　現金及び預金　　　　　　現金及び預金　940940940940百万円→百万円→百万円→百万円→744744744744百万円百万円百万円百万円

　　　　　　　　　　　　
●流動負債　－３１３百万円●流動負債　－３１３百万円●流動負債　－３１３百万円●流動負債　－３１３百万円

　・短期借入金　　・短期借入金　　・短期借入金　　・短期借入金　371371371371百万円→百万円→百万円→百万円→176176176176百万円百万円百万円百万円
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　　　　　　単位：百万円　　　　　　単位：百万円　　　　　　単位：百万円　　　　　　単位：百万円

８０８０８０８０８０８０８０８０..００００００００８９８９８９８９８９８９８９８９..３３３３３３３３６９６９６９６９６９６９６９６９..７７７７７７７７８５．６８５．６８５．６８５．６８５．６８５．６８５．６８５．６連結正社員数　四半期平均　（人）連結正社員数　四半期平均　（人）連結正社員数　四半期平均　（人）連結正社員数　四半期平均　（人）

（４９．３）（４９．３）（４９．３）（４９．３）（４９．３）（４９．３）（４９．３）（４９．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（６２．３）（３８．７）（３８．７）（３８．７）（３８．７）（３８．７）（３８．７）（３８．７）（３８．７）　　　（連結営業員数　四半期平均）　　　（連結営業員数　四半期平均）　　　（連結営業員数　四半期平均）　　　（連結営業員数　四半期平均）

（４１）（４１）（４１）（４１）（４１）（４１）（４１）（４１）（３１）（３１）（３１）（３１）（３１）（３１）（３１）（３１）（４６）（４６）（４６）（４６）（４６）（４６）（４６）（４６）　　　（営業員一人あたり売上）　　　（営業員一人あたり売上）　　　（営業員一人あたり売上）　　　（営業員一人あたり売上）

■■■■■■■■従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性従業員数の推移と生産性　　　　　　　　
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１，０５５１，０５５１，０５５１，０５５７８７７８７７８７７８７６５０６５０６５０６５０５４７５４７５４７５４７４６０４６０４６０４６０連結四半期売上高連結四半期売上高連結四半期売上高連結四半期売上高

４６４６４６４６

７３７３７３７３

０３／９０３／９０３／９０３／９
　　　　3333QQQQ

７５７５７５７５７５７５７５７５３９３９３９３９４２４２４２４２連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　

０２／９０２／９０２／９０２／９
　４　４　４　４QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
　３　３　３　３QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
２２２２QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
　１　１　１　１QQQQ単位：百万円単位：百万円単位：百万円単位：百万円

３６３６３６３６４０４０４０４０２１２１２１２１２１２１２１２１正社員数正社員数正社員数正社員数

【ポイント】【ポイント】【ポイント】【ポイント】

・連結売上・連結売上・連結売上・連結売上

　　　　売上は順調に増加。売上は順調に増加。売上は順調に増加。売上は順調に増加。

　前四半期比　　前四半期比　　前四半期比　　前四半期比　+4.1+4.1+4.1+4.1％　％　％　％　

　　　　

・子会社売上・子会社売上・子会社売上・子会社売上

　　　　　　　　　　　　　　　　前四半期比　前年同期比前四半期比　前年同期比前四半期比　前年同期比前四半期比　前年同期比

　　　　PC　－　－　－　－18.218.218.218.2％　　　－％　　　－％　　　－％　　　－4.34.34.34.3％％％％

　　　　Hi-z　＋　＋　＋　＋29.729.729.729.7％　　＋％　　＋％　　＋％　　＋133.6133.6133.6133.6％％％％

　　　　OM　＋　＋　＋　＋2.42.42.42.4％　　　＋％　　　＋％　　　＋％　　　＋90.590.590.590.5％％％％

・・・・生産性生産性生産性生産性

　　　　03030303年年年年4444月に月に月に月に新入社員新入社員新入社員新入社員9999名の名の名の名の

　入社により一時的に低下。　入社により一時的に低下。　入社により一時的に低下。　入社により一時的に低下。

　（ｾﾌﾟﾃｰﾆ　　（ｾﾌﾟﾃｰﾆ　　（ｾﾌﾟﾃｰﾆ　　（ｾﾌﾟﾃｰﾆ　8888名／名／名／名／PC1111名）名）名）名）

・・・・子会社営業利益子会社営業利益子会社営業利益子会社営業利益

　　　　前四半期比は前四半期比は前四半期比は前四半期比は3333社とも改善。社とも改善。社とも改善。社とも改善。

　黒字はオプトメールのみ。　黒字はオプトメールのみ。　黒字はオプトメールのみ。　黒字はオプトメールのみ。

　残り　残り　残り　残り2222社も今期終了時点での社も今期終了時点での社も今期終了時点での社も今期終了時点での

　黒字化を目指す。　黒字化を目指す。　黒字化を目指す。　黒字化を目指す。

　　　　

前年同期比　＋前年同期比　＋前年同期比　＋前年同期比　＋62.362.362.362.3％％％％



■■■■■■■■ セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体） ②＞②＞②＞②＞
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１Ｑ１Ｑ１Ｑ１Ｑ

２８２８２８２８３３３３３３３３３３３３３３３３２１２１２１２１２１２１２１２１３７３７３７３７３７３７３７３７２９２９２９２９２９２９２９２９正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高

２２２２.００００３３３３３３３３..４４４４４４４４２２２２２２２２..３３３３３３３３３３３３３３３３..５５５５５５５５３３３３３３３３..００００００００正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益

１９１１９１１９１１９１１９１１９１１９１１９１１６１１６１１６１１６１１６１１６１１６１１６１１４０１４０１４０１４０１４０１４０１４０１４０１１５１１５１１５１１５１１５１１５１１５１１５９８９８９８９８９８９８９８９８四半期粗利益　四半期粗利益　四半期粗利益　四半期粗利益　

９８６９８６９８６９８６９８６９８６９８６９８６７６０７６０７６０７６０７６０７６０７６０７６０６１８６１８６１８６１８６１８６１８６１８６１８５２５５２５５２５５２５５２５５２５５２５５２５４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４四半期売上高四半期売上高四半期売上高四半期売上高

３５３５３５３５

７０７０７０７０７０７０７０７０
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７９７９７９７９７９７９７９７９６７６７６７６７６７６７６７６７４９４９４９４９４９４９４９４９４６４６４６４６４６４６４６４６四半期営業利益　四半期営業利益　四半期営業利益　四半期営業利益　

０２／９　０２／９　０２／９　０２／９　
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２Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ

０２／９０２／９０２／９０２／９

　　１Ｑ　　１Ｑ　　１Ｑ　　１Ｑ単位：百万円単位：百万円単位：百万円単位：百万円

２３２３２３２３２３２３２３２３２９２９２９２９２９２９２９２９１４１４１４１４１４１４１４１４１５１５１５１５１５１５１５１５正社員数正社員数正社員数正社員数
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02/9 102/9 102/9 102/9 1QQQQ 02/9 202/9 202/9 202/9 2QQQQ 02/9 302/9 302/9 302/9 3QQQQ 02/9 402/9 402/9 402/9 4QQQQ 03/9 103/9 103/9 103/9 1QQQQ 03/9 203/9 203/9 203/9 2QQQQ 03/9 303/9 303/9 303/9 3QQQQ
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40404040

45454545 百万円

・生産性・生産性・生産性・生産性

　　　　03030303年年年年4444月に新入社員８名月に新入社員８名月に新入社員８名月に新入社員８名

　　　　　の入社により、生産性は　の入社により、生産性は　の入社により、生産性は　の入社により、生産性は

　一時的に低下。　一時的に低下。　一時的に低下。　一時的に低下。

・粗利率・粗利率・粗利率・粗利率

20.720.720.720.7％　→　％　→　％　→　％　→　19.519.519.519.5

　大型媒体の取り扱い　大型媒体の取り扱い　大型媒体の取り扱い　大型媒体の取り扱い

　拡大により、粗利率　拡大により、粗利率　拡大により、粗利率　拡大により、粗利率

　低下。　低下。　低下。　低下。

％％％％

【ポイント】【ポイント】【ポイント】【ポイント】

売上は順調に増加。売上は順調に増加。売上は順調に増加。売上は順調に増加。

　前四半期比　　　前四半期比　　　前四半期比　　　前四半期比　　 ％％％％+3.3+3.3+3.3+3.3

前年同期比　＋前年同期比　＋前年同期比　＋前年同期比　＋59.659.659.659.6％％％％

・・・・売上売上売上売上



０９０９０９０９

■■■■■■■■セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業セグメント情報＜インターネット事業 （単体）（単体）（単体）（単体）（単体）（単体）（単体）（単体） ③＞③＞③＞③＞③＞③＞③＞③＞

広告代理事業 売上高 推移広告代理事業 売上高 推移広告代理事業 売上高 推移広告代理事業 売上高 推移

単位；億円単位；億円単位；億円単位；億円

2,5002,5002,5002,500

2,0002,0002,0002,000

1,5001,5001,5001,500

1,0001,0001,0001,000

500500500500

0000

2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003予予予予 2004200420042004予予予予 2005200520052005予予予予

国内インターネット広告市場規模予想国内インターネット広告市場規模予想国内インターネット広告市場規模予想国内インターネット広告市場規模予想単位；億円単位；億円単位；億円単位；億円

1,3101,3101,3101,310

1,6851,6851,6851,685

１０１０１０１０

２０２０２０２０

３０３０３０３０

４０４０４０４０

００００

５０５０５０５０

590590590590
735735735735

845845845845

1,0311,0311,0311,031

インターネット広告代理事業　売上高インターネット広告代理事業　売上高インターネット広告代理事業　売上高インターネット広告代理事業　売上高（目盛：右軸）（目盛：右軸）（目盛：右軸）（目盛：右軸）

　　　出所）野村証券金融研究所　　　出所）野村証券金融研究所　　　出所）野村証券金融研究所　　　出所）野村証券金融研究所

　　　　　　　　注）　国内インターネット広告市場規模　　　　　　　　　注）　国内インターネット広告市場規模　　　　　　　　　注）　国内インターネット広告市場規模　　　　　　　　　注）　国内インターネット広告市場規模　2000200020002000～～～～2002200220022002　：電通　：電通　：電通　：電通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003200320032003～～～～2006200620062006　：野村証券金融研究所推定ないし予想　：野村証券金融研究所推定ないし予想　：野村証券金融研究所推定ないし予想　：野村証券金融研究所推定ないし予想

2006200620062006予予予予

1,6851,6851,6851,685

2,0532,0532,0532,053
３８３８３８３８

23.423.423.423.4

11.311.311.311.32.42.42.42.4

市場 成長率 上回 継続

２７２７２７２７ （（（（03.303.303.303.3QQQQ累計累計累計累計））））



１０１０１０１０

■■■■■■■■セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体）セグメント情報＜インターネット事業（単体） ④＞④＞④＞④＞④＞④＞④＞④＞

広告代理業 取扱 商品 別分類広告代理業 取扱 商品 別分類広告代理業 取扱 商品 別分類広告代理業 取扱 商品 別分類

03/9  203/9  203/9  203/9  2QQQQ

リスティングリスティングリスティングリスティング

3.18%3.18%3.18%3.18%

タイアップタイアップタイアップタイアップ

15.24%15.24%15.24%15.24%

テキストテキストテキストテキスト

10.39%10.39%10.39%10.39%

バナーバナーバナーバナー

15.83%15.83%15.83%15.83%

メールメールメールメール

46.36%46.36%46.36%46.36%

モバイルモバイルモバイルモバイル

6.31%6.31%6.31%6.31%

2.69%2.69%2.69%2.69%

WEB WEB WEB WEB 
メールメールメールメール

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

その他その他その他その他（クリエイティブ等）（クリエイティブ等）（クリエイティブ等）（クリエイティブ等）

広告 分野 大幅増加

メルマガメルマガメルマガメルマガ

14.92%14.92%14.92%14.92%

モバイルモバイルモバイルモバイル

6.1%6.1%6.1%6.1%

オプトインメールオプトインメールオプトインメールオプトインメール

23.04%23.04%23.04%23.04%

リスティングリスティングリスティングリスティング

17.45%17.45%17.45%17.45%

タイアップタイアップタイアップタイアップ

14.51%14.51%14.51%14.51%

テキストテキストテキストテキスト

10.21%10.21%10.21%10.21%

バナーバナーバナーバナー

13.17%13.17%13.17%13.17%

その他その他その他その他 （クリエイティブ等）（クリエイティブ等）（クリエイティブ等）（クリエイティブ等）

0.560.560.560.56 %%%%

WEBWEBWEBWEBメールメールメールメール

そそそそ
のののの
他他他他

2003.42003.42003.42003.4～～～～6666月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率2003.2003.2003.2003.１～１～１～１～3333月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率月　媒体別売上高比率

03/9  303/9  303/9  303/9  3QQQQ



１１１１１１１１

■■■■■■■■セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体）セグメント情報＜インターネット（単体） ⑤＞⑤＞⑤＞⑤＞⑤＞⑤＞⑤＞⑤＞

広告代理事業 広告主 業種別分類広告代理事業 広告主 業種別分類広告代理事業 広告主 業種別分類広告代理事業 広告主 業種別分類

03/9  203/9  203/9  203/9  2QQQQ

2003.2003.2003.2003. 1111～～～～3333月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率

03/9  303/9  303/9  303/9  3QQQQ

2003.2003.2003.2003. 4444～～～～6666月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率月　業種別売上高比率

不動産不動産不動産不動産
2.0%2.0%2.0%2.0%

情報・通信情報・通信情報・通信情報・通信
37.2%37.2%37.2%37.2%

教育・人材教育・人材教育・人材教育・人材
28.3%28.3%28.3%28.3%

金融金融金融金融
12.4%12.4%12.4%12.4%

各種サービス各種サービス各種サービス各種サービス
11.1%11.1%11.1%11.1%

食品・化粧品食品・化粧品食品・化粧品食品・化粧品
4.5%4.5%4.5%4.5%

その他その他その他その他
4.5%4.5%4.5%4.5%

不動産不動産不動産不動産
2.9%2.9%2.9%2.9%

その他その他その他その他
3.8%3.8%3.8%3.8%

食品・化粧品食品・化粧品食品・化粧品食品・化粧品
3.9%3.9%3.9%3.9%

情報･通信情報･通信情報･通信情報･通信
38.9%38.9%38.9%38.9%

教育・人材教育・人材教育・人材教育・人材
29.6%29.6%29.6%29.6%

金融金融金融金融
11.2%11.2%11.2%11.2%

各種サービス各種サービス各種サービス各種サービス

9.7%9.7%9.7%9.7%

広告主業種 大 変化



■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業 （リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告）（リスティング広告） ⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

認定代理店 取得

取 扱 高 実現

広告導入社数 社 突破

広告専門 内部育成 促進

専門 解析 活用

引 続 拡販 進 広告市場 牽引

検索結果連動型 広告 現状検索結果連動型 広告 現状検索結果連動型 広告 現状検索結果連動型 広告 現状 年年年年 月月月月

１２１２１２１２



事業部 本体
大阪営業所 開設 年 月 日

連結子会社
今期黒字化達成見込

■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業■セグメント情報＜インターネット事業 （グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況）（グループ各社の概況） ⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐1 1 

事業事業事業事業 事業部事業部事業部事業部

１３１３１３１３

事業事業事業事業

連結子会社
今期中 安定黒字体質 実現

持分法適用関連会社
懸賞 向 体制作



■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況）■セグメント情報＜インターネット事業（グループ各社の概況） ⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐⑦‐2 2 

事業事業事業事業

携帯公式携帯公式携帯公式携帯公式 開始開始開始開始 年年年年 月月月月 日現在日現在日現在日現在

登録会員数登録会員数登録会員数登録会員数 年年年年 月末月末月末月末 人人人人 年年年年 月末月末月末月末 人人人人
年年年年 月末月末月末月末 人人人人

第第第第 四半期 結果四半期 結果四半期 結果四半期 結果

公式公式公式公式 課金数課金数課金数課金数 万人 獲得 月 課金売上 単月黒字化万人 獲得 月 課金売上 単月黒字化万人 獲得 月 課金売上 単月黒字化万人 獲得 月 課金売上 単月黒字化

課金数 前月繰越会員数課金数 前月繰越会員数課金数 前月繰越会員数課金数 前月繰越会員数 当月登録 退会 会員数 言当月登録 退会 会員数 言当月登録 退会 会員数 言当月登録 退会 会員数 言

第 四半期 見込第 四半期 見込第 四半期 見込第 四半期 見込

月月月月 日時点日時点日時点日時点 本 公式 開始 決定 今期目標本 公式 開始 決定 今期目標本 公式 開始 決定 今期目標本 公式 開始 決定 今期目標

立 上 達成立 上 達成立 上 達成立 上 達成

主力事業 課金主力事業 課金主力事業 課金主力事業 課金 番組 各会員数集客 伸番組 各会員数集客 伸番組 各会員数集客 伸番組 各会員数集客 伸

集中 利益 目指 無料 立 上 広告収入集中 利益 目指 無料 立 上 広告収入集中 利益 目指 無料 立 上 広告収入集中 利益 目指 無料 立 上 広告収入

更 収益 確立更 収益 確立更 収益 確立更 収益 確立

連結子会社

１４１４１４１４



１５１５１５１５

■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞■セグメント情報＜アウトソーシング事業＞

　　　　　　　　

２５２５２５２５２５２５２５２５

５５５５５５５５..９９９９９９９９

４８４８４８４８４８４８４８４８

１４８１４８１４８１４８１４８１４８１４８１４８

２１４２１４２１４２１４２１４２１４２１４２１４

１，２１７１，２１７１，２１７１，２１７１，２１７１，２１７１，２１７１，２１７

０３／９０３／９０３／９０３／９
　２　２　２　２QQQQ

２６２６２６２６２６２６２６２６

４４４４４４４４..９９９９９９９９

４６４６４６４６４６４６４６４６

１２９１２９１２９１２９１２９１２９１２９１２９

１９３１９３１９３１９３１９３１９３１９３１９３

１，２１２１，２１２１，２１２１，２１２１，２１２１，２１２１，２１２１，２１２

０３／９０３／９０３／９０３／９
　１　１　１　１QQQQ

３８３８３８３８３８３８３８３８４４４４４４４４４４４４４４４４３８３８３８３８３８３８３８３８４１４１４１４１４１４１４１４１３１３１３１３１３１３１３１３１正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高正社員一人あたり売上高

４４４４４４４４..４４４４４４４４４４４４４４４４..７７７７７７７７４４４４４４４４..２２２２２２２２４４４４４４４４..９９９９９９９９３３３３３３３３..００００００００正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益正社員一人あたり営業利益

１９６１９６１９６１９６１９６１９６１９６１９６１９５１９５１９５１９５１９５１９５１９５１９５２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２０６２００２００２００２００２００２００２００２００２４８２４８２４８２４８２４８２４８２４８２４８連結四半期粗利益　連結四半期粗利益　連結四半期粗利益　連結四半期粗利益　

１，１２９１，１２９１，１２９１，１２９１，１２９１，１２９１，１２９１，１２９１，２００１，２００１，２００１，２００１，２００１，２００１，２００１，２００１，２２９１，２２９１，２２９１，２２９１，２２９１，２２９１，２２９１，２２９１，２０７１，２０７１，２０７１，２０７１，２０７１，２０７１，２０７１，２０７１，４１０１，４１０１，４１０１，４１０１，４１０１，４１０１，４１０１，４１０連結四半期売上高連結四半期売上高連結四半期売上高連結四半期売上高

２９２９２９２９２９２９２９２９

１３０１３０１３０１３０１３０１３０１３０１３０

０３／９０３／９０３／９０３／９
　３　３　３　３QQQQ

１２７１２７１２７１２７１２７１２７１２７１２７１３６１３６１３６１３６１３６１３６１３６１３６１４４１４４１４４１４４１４４１４４１４４１４４１３９１３９１３９１３９１３９１３９１３９１３９連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　連結四半期営業利益　

０２／９０２／９０２／９０２／９
　４　４　４　４QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
　３　３　３　３QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
２２２２QQQQ

０２／９０２／９０２／９０２／９
　１　１　１　１QQQQ単位：百万円単位：百万円単位：百万円単位：百万円

２７２７２７２７２７２７２７２７３２３２３２３２３２３２３２３２２９２９２９２９２９２９２９２９４５４５４５４５４５４５４５４５正社員正社員正社員正社員
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200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

1 ,0 0 01 ,0 0 01 ,0 0 01 ,0 0 0

1 ,2 0 01 ,2 0 01 ,2 0 01 ,2 0 0

1 ,4 0 01 ,4 0 01 ,4 0 01 ,4 0 0

0 2/ 9　1Q0 2/ 9　1Q0 2/ 9　1Q0 2/ 9　1Q 0 2/ 9　2 Q0 2/ 9　2 Q0 2/ 9　2 Q0 2/ 9　2 Q 0 2/ 9　3 Q0 2/ 9　3 Q0 2/ 9　3 Q0 2/ 9　3 Q 0 2/ 9　4 Q0 2/ 9　4 Q0 2/ 9　4 Q0 2/ 9　4 Q 0 3/ 9　1Q0 3/ 9　1Q0 3/ 9　1Q0 3/ 9　1Q 0 3/ 9　2 Q0 3/ 9　2 Q0 3/ 9　2 Q0 3/ 9　2 Q 0 3/ 9  3 Q0 3/ 9  3 Q0 3/ 9  3 Q0 3/ 9  3 Q

百万円百万円百万円百万円

0000

5555

10101010

15151515

20202020

25252525

30303030

35353535

40404040

45454545

50505050
百万円百万円百万円百万円 【ポイント】【ポイント】【ポイント】【ポイント】

・・・・前四半期比　　　　　　　　前四半期比　　　　　　　　前四半期比　　　　　　　　前四半期比　　　　　　　　
　　　　売上　▲売上　▲売上　▲売上　▲7.37.37.37.3％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　
　粗利益　▲　粗利益　▲　粗利益　▲　粗利益　▲8.18.18.18.1％　　　　　　　％　　　　　　　％　　　　　　　％　　　　　　　
　営業利益　▲　営業利益　▲　営業利益　▲　営業利益　▲10.810.810.810.8％％％％

　　　　前年同期比　　　　　　　　前年同期比　　　　　　　　前年同期比　　　　　　　　前年同期比　　　　　　　　
　　　　売上　▲売上　▲売上　▲売上　▲8.28.28.28.2％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　％　　　　　　　　　
　粗利益　▲　粗利益　▲　粗利益　▲　粗利益　▲4.64.64.64.6％　　　　　　　％　　　　　　　％　　　　　　　％　　　　　　　
　営業利益　▲　営業利益　▲　営業利益　▲　営業利益　▲4.54.54.54.5％％％％

　・新規受注不調等による　　　・新規受注不調等による　　　・新規受注不調等による　　　・新規受注不調等による　　
　　業績不振。　　　　　　　　　　　業績不振。　　　　　　　　　　　業績不振。　　　　　　　　　　　業績不振。　　　　　　　　　
　・営業員数の減少　　　　　　　・営業員数の減少　　　　　　　・営業員数の減少　　　　　　　・営業員数の減少　　　　　　
　・与信状況の悪化　・与信状況の悪化　・与信状況の悪化　・与信状況の悪化

　　　　→→→→要員確保で業績ＵＰ狙う。要員確保で業績ＵＰ狙う。要員確保で業績ＵＰ狙う。要員確保で業績ＵＰ狙う。

・・・・粗利率　粗利率　粗利率　粗利率　17.617.617.617.6％→％→％→％→17.417.417.417.4％％％％

　ほぼ横ばい。　　　　　　　　　　　　　ほぼ横ばい。　　　　　　　　　　　　　ほぼ横ばい。　　　　　　　　　　　　　ほぼ横ばい。　　　　　　　　　　　　
　　　　DMDMDMDM事業としては、高水準を　　　事業としては、高水準を　　　事業としては、高水準を　　　事業としては、高水準を　　　
　キープ。　キープ。　キープ。　キープ。

・・・・生産性生産性生産性生産性

　　　　新入社員５名の入社により、　　新入社員５名の入社により、　　新入社員５名の入社により、　　新入社員５名の入社により、　　
　一時的に低下。　一時的に低下。　一時的に低下。　一時的に低下。

※02/9月期１Qのみバイク便、テレマの
子会社2社含む。



１６１６１６１６

■■■■■■■■第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況第３四半期決算を終えて　通期進捗状況　　　　　　　　

（（（（単位：百万円）単位：百万円）単位：百万円）単位：百万円）

売上高売上高売上高売上高

経常利益経常利益経常利益経常利益

６，４３８６，４３８６，４３８６，４３８

３１１３１１３１１３１１

９，２００９，２００９，２００９，２００

４５０４５０４５０４５０

03/9  03/9  03/9  03/9  第３第３第３第３QQQQ累計累計累計累計 03/9  03/9  03/9  03/9  通期　通期　通期　通期　((((予想）予想）予想）予想）

００００００００3/3/3/3/3/3/3/3/９９９９９９９９ 33333333QQQQQQQQ

連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率連結 別売上高構成比率

００００００００3/3/3/3/3/3/3/3/９９９９９９９９ （予想）（予想）（予想）（予想）（予想）（予想）（予想）（予想）

広告代理事業 継続的 成長広告代理事業 継続的 成長広告代理事業 継続的 成長広告代理事業 継続的 成長
通期 目標以上 結果 予想通期 目標以上 結果 予想通期 目標以上 結果 予想通期 目標以上 結果 予想

02/02/02/02/02/02/02/02/９９９９９９９９01/01/01/01/01/01/01/01/９９９９９９９９

19.3%19.3%19.3%19.3% 32.3%32.3%32.3%32.3%

55.5%55.5%55.5%55.5%

44.5%44.5%44.5%44.5%
事業事業事業事業

事業事業事業事業

その他その他その他その他 0.2%0.2%0.2%0.2%

55.0%55.0%55.0%55.0%

45.0%45.0%45.0%45.0%

※その他※その他※その他※その他 0.10.10.10.1％程度含む％程度含む％程度含む％程度含む


