
C o m p a n y  O u t l i n e
��会社概要���
設立　　　　　　　1993年9月3日�
�
資本金　　　　　　6億650万円�
�
本社所在地　　　　〒150-0012　�
　　　　　　　　　東京都渋谷区広尾1-1-39　�
　　　　　　　　　恵比寿プライムスクェアタワー5F�
�
取締役および監査役　�
取締役会長　　　　村本　理恵子�
代表取締役社長　　菊川　曉�
非常勤取締役　　　川手　広樹（株式会社ガーラウェブ代表取締役）　　　　�
常勤監査役　　　　田中　最代治�
監査役　　　　　　江原　淳（専修大学商学部教授）�
　　　　　　　　　相馬　健夫（株式会社ネットラーニング常勤監査役）�
　　　　　　　　　　　　 　（注）監査役江原淳氏および相馬健夫氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例�
　　　　　　　　　　　　に関する法律」第１８条第１項に定める社外監査役であります。�

従業員　　　　　　41名（連結）�
連結子会社　　　　株式会社ガーラウェブ　　�
�
�株式データ��
会社が発行する�
　株式の総数　　　37,164株�
発行済株式数　　　10,291株�
株主数　　　　　　　  758名�
�
�株主メモ��
決算期日　　　　　 3月31日�
証券コード　　　　 4777�
上場市場　　　　　大阪証券取引所　　　�
　　　　　　　　　ナスダック・ジャパン市場�
定時株主総会　　　毎営業年度の翌日から3ヶ月以内�
基準日　　　　　　定時株主総会については3月31日、その他必要のある場合は�
　　　　　　　　　取締役会の決議により、あらかじめ公告して定めます。�
公告掲載新聞　　　日本経済新聞�
名義書換代理人　　東京都港区芝三丁目33番１号　中央三井信託銀行株式会社�
同事務取扱所　　　〒168-0063　�
　　　　　　　　　東京都杉並区和泉二丁目8番4号　�
　　　　　　　　　中央三井信託銀行株式会社�
　　　　　　　　　証券代行部�
　　　　　　　　　電話（03）3323-7111（代表）�
同取次所　　　　　中央三井信託銀行株式会社 全国各支店�
　　　　　　　　　日本証券代行株式会社　本支店、出張所�
1単位の株式数　　1株�
　　　　　　　　　　　  （お知らせ）住所変更および名義書換請求に必要な各用紙ご請求は、名義書換代理�
　　　　　　　　　　　  人のフリーダイヤル0120-87-2031で24時間受付しております。なお平成13年�
　　　　　　　　　　　  10月1日施行の商法改正に伴う株主様のお手続きは一切不要です。�
�

　　　　（2001年9月30日現在）�

�
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中間業績ハイライト�
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�

■コミュニティ供給事業�

■コンテンツセキュリティ事業�

■メール広告事業�

■データマイニング事業�

■その他広告等の事業�

■その他システム開発、ホームページ制作等�

　売上高合計�

　売上総利益�

品目� 四半期別�

�

前第1四半期       前第2四半期       前第3四半期      前第4四半期      当第1四半期       当第2四半期�

�  27,495 （15.9）

  29,399 （16.9）

  68,646 （39.5）

  20,371 （11.7）

    6,983 （  4.0）

  20,832 （12.0）�

173,729

114,932�

  19,454 （  9.0）

  43,074 （19.9）

  90,610 （41.9）

  16,954 （  7.8）

  24,463 （11.3）

  21,929 （10.1）�

216,485

161,289

  15,358 （  6.8）

  31,709 （14.0）

  77,545 （34.2）

  23,195 （10.2）

  48,633 （21.4）

  30,403 （13.4）�

226,846

142,991

  47,783 （19.1）

  37,863 （15.2）

  98,472 （39.4）

  37,359 （15.0）

  11,715 （  4.7）

  16,506 （  6.6）�

249,669

170,824

  49,489 （25.2）    

  19,342 （  9.8）   

  78,754 （40.0）   

  30,793 （15.7）   

    4,617 （  2.3）   

  13,743 （  7.0）�

196,742

126,415

  79,265 （34.1）   

  23,875 （10.3）   

  65,778 （28.3）   

  26,643 （11.5）   

    9,161 （  3.9）   

  27,595 （11.9）�

232,320

129,914
（注）1.  記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。�
　　 2.  （　）内は売上高構成比を表示しております。�

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。�

当中間期連結業績ハイライト� 中間連結売上高・売上総利益�

科目� 期別�

390,215

    276,222

   45,633

   19,111

  2,104

  1,041,199

  1,290,766

429,062

    256,330

  127,439

   137,666

   170,656

   892,944

   1,112,739

売上高�

売上総利益�

営業利益（△損失）�

経常利益（△損失）�

当期純利益（△損失）�

自己資本�

総資産�

（単位：千円）�

（単位：千円）�

■前中間期�
■当中間期�

売上高� 売上総利益�

前中間期� 当中間期�

コミュニティ供給が、
売上高の伸びに貢献しています
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（単位：千円）�

前第1四半期       　　前第2四半期       　　前第3四半期      　  前第4四半期           当第1四半期            当第2四半期�

前期から当期連結第2四半期までの四半期ごとの売上高構成の推移�
�
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中間業績ハイライト�

GALAの強み�

トップは語る�

業績回顧�

トピックス�

連結貸借対照表�

連結損益計算書�

連結キャッシュ・フロー計算書�

「オンラインコミュニティによる社会の発展」に貢献すること�
――これがGALAのミッションです�
�

GALAの使命�

目次�
C o n t e n t s

Internet
Business

CommerceContents

Community

ガーラは、1996年に会員制コミュニティサイト「キャンパ

スネット」の運営を開始して以来、一貫して「コミュニティ

関連サービスを提供することによって社会に貢献する」こ

とを経営理念として掲げ、コミュニティ関連サービスを事

業ドメインに数多くの新規事業を展開してまいりました。

ロゴのSYNAPTIC NETWORKには、デジタルネット

ワークの時代に神経細胞と神経細胞をつなげる『シナプ

ス細胞』の役目を果たしたい、という願いが込められてい

ます。

現在普及しているインターネットは、メディアという特性

もあるものの、それは機能の一部であって、本質は空間

革命であるとガーラは考えます。ガーラの事業活動は、

“生活空間”という視点でオンラインコミュニティをとらえた

ときに、どのようなビジネスが必要となるのか、ということを

追求して今日に至っています。

インターネットでは「コンテンツ（Contents）＝情報提

供」、「コマース（Commerce）＝商取引」、「コミュニティ

（Community）＝生活空間」の3つのCがビジネスの鍵

とされます。ガーラは、人が長時間滞在するコミュニティが、

将来的には他の2つのCを融合する可能性があると考え

ます。そして、コミュニティを核に、コミュニティ供給事業、

コンテンツセキュリティ事業、メール広告事業、データ

マイニング事業の4つの主要なビジネスモデルを軌道に

乗せてきました。これらのビジネスは相互にシナジー効果

を有し、ガーラの事業拡大を支えています。

新しい“生活空間”であるオンラインコミュニティは、年

齢、性別、人種、国籍、時間、距離を超えて、自由で深い

交流を可能にしました。これは同時に、企業や社会の健

全な発展につながるとガーラは考えています。インターネッ

ト上の“生活空間”の提供者として、ガーラは「オンラ

インコミュニティによる社会の発展」に貢献するよう、今後

も積極的に事業を展開してまいります。
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コミュニティを核に、シナジー効果を追求していけること
――これがGALAの強みです

GALAの強み�

S t r a t e g y

　

　
GALA SYNAPTIC NETW

O
RK

How
売上拡大策�

　コミュニティ供給事業への注力�
　シナジー効果を発揮するための体制設備�
　成長性の高い事業への配置転換�
　顧客満足度の計数管理�
　新人事制度の導入�

�

コスト削減策�
　原価削減／内製化と外注管理の厳格化�
　アルバイト、派遣社員の見直し�

　広告宣伝費の削減�
　役員報酬のカット�

�

プロモーションサイトの�
構築事業の分離�

�

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ネット関連企業の�
経営不振�

日本の広告主の�
インターネット広告�
意欲が減退�

米国における�
インターネット広告�
市場の不振�

業績�
Up

経営改善計画の�
実施�

コミュニティを核に�
シナジー効果を追求�

業績�
Down

Why
インターネット広告市場の縮小に伴い、�

当中間期は上場以来初めての経常赤字を計上しましたが、�

ガーラは独自の強みを生かした「経営改善計画」を実施、�

早期黒字復帰を目指します。�

インターネット関連業界をとりまく環境が悪化�
　米国におけるインターネット広告市場の不振に伴い、我

が国においても、広告主のインターネット広告意欲が減退

し、市場が低迷しています。また、インターネット関連事業を

主力事業としている企業の収益が悪化し、事業を撤退す

る動きも出てきています。�

　ガーラの第1四半期（4～6月）の業績においても、メー

ル広告事業とコンテンツセキュリティ事業の売上高が落ち

込みました。また、事業規模の拡大に向けた体制を整備し

たことで、人件費、賃借料、広告宣伝費が増加し、売上高

196,742千円（対前四半期比21.2%減）、経常損失

87,070千円（前四半期実績経常利益15,304千円）を計

上しました。�

　しかしその一方で、生活者の情報集積の場としてのコ�

ミュニティへの認識が高まり、特にCRM（Customer 

Relationship Management）の観点からコミュニティを

開設する企業が増えています。さらに、インターネット利用

者数およびインターネット普及率は依然として伸びを示し

ており、長期的にはインターネットの利用価値はますます向

上していくものと認識しています。�

　これらの状況から当社では、事業のメインをコミュニティ

に再設定し、フォーカスしていくことが大切だと考えています。�

「経営改善計画」の実施�
　ガーラではコミュニティ供給事業に注力することで売上
高を拡大し、早期の黒字復帰を目指す「経営改善計画」

を実施しています。�

　コミュニティ供給事業への配置転換の実施など、業績

拡大へ向けて体制を強固にしました。また、コミュニティ内

の生活者の書き込みから、生活者を企業のサイトに案内

する「ワーズナビ」など、コミュニティ構築の際に提供する

新サービスを開始しました（12月）。�

　さらに、クライアントへのヒアリングを徹底し、顧客満足

度を数値化することにより、各事業のサービス内容を随時

検証・管理し、サービスの品質向上に努めています。その

結果、「サイバーコップス」ではクライアントからの満足度

が低かった管理者画面の改善などを実施しました。�

　「経営改善計画」を実施した結果、当第2四半期は、第

1四半期と比較して売上高18％増、営業赤字半減となり

ました。売上高の拡大を牽引したのは、コミュニティ供給

です。�

　下期も引き続き「経営改善計画」に取り組み、収益向

上を目指します。�

�
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変化の波をチャンスととらえ、
競争力をさらに強化します

代表取締役社長

菊川 曉

トップは語る�
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ネットバブルは崩壊したものの、�

ユーザー参加型マーケティングへの関心が高まり、�

コミュニティの需要は拡大しています。ガーラは競争力向上のため、�

事業をコミュニティにフォーカスする「経営改善計画」を策定しました。�

ガーラがなぜコミュニティにこだわるのか、�

そしてガーラの未来についてどう考えているのか、社長が語ります。�

ガーラのコミュニティビジネス�
　ガーラは、これまで中心だったインターネットビジネス＝
バナー広告収入というビジネスモデルから脱却し、コミュニ

ティをベースにビジネスモデルを独自に立ち上げてきました。

現在では、コミュニティ運営サイトに対しては「コミュニティ

供給＝インフラの提供」、「サイバーコップス＝会員の満

足度向上、安全性提供」、「インフォ＠メール＝会員の満

足度向上、サイトへの収益機会の提供」というコミュニティ

のトータルソリューションを提供する地位を確立しています。

また、ウェブマーケティングのクライアントに対しては「コミュ

ニティ供給＝インフラの提供」、「サイバーコップス＝安全

性提供」、「インフォ＠メール＝プロモーション」、「ｅ-マイ

ニング＝定性調査」を提供します。�

コミュニティの価値�
　ガーラが取り組んでいるコミュニティは、生活者の声を集める場、

生活者と情報や価値観を共有する場として注目され、企業がマーケッ

トを開拓し、生活者志向のビジネスを実現するために活用されていま

す。コミュニティの活用により企業は、商品開発までもユーザーと一緒

に行い、ユーザーメリットを極大化し、結果としては企業の利益の極

大化を目指すことができます。�
�

◆ユーザーサポート代替機能によるユーザー間交流の活性化�
　＝帰属意識の向上�

　ユーザーが抱える疑問、質問をユーザー同士の情報交換によって解消す

　ることができ、かつそのような場を提供する主催者に対する帰属意識が向

　上します。�
�

◆コンテンツ自動生成機能と口コミ機能�

　コミュニティ内部でのコミュニケーション自体が、コンテンツになります。企

　業の一方的な広告コミュニケーションよりも、実際に利用した他ユーザー（特

　にコアユーザー）の意見を尊重するユーザーは数多くいるため、「口コミ」

　情報源としての価値が高いのです。�
�

◆ニーズマイニング�

　コミュニティ内部でのコミュニケーション（会話）から、商品に関するユーザー

　の関心の所在、疑問点など、通常のアンケートではとらえられないユーザー

　の潜在的なニーズを発見し、商品の開発・改良、提供する情報の選択に役

　立てることができます。�
�

◆企業とユーザーの認識のずれの発見＝企業メッセージ訴求状況の確認�

　商品や情報に関する企業とユーザーの認識は、必ずしも一致するものでは

　ありません。コミュニティ内部でのコミュニケーション（会話）から、意図しなかっ

　たサービス評価やブランドイメージのずれを発見することができます。�
�

◆ライフタイムシェアマーケティング=顧客ロイヤルティの向上�

　コミュニティを持つことによって、企業は顧客とのリレーションシップを確立し、

　顧客を維持し続けることができます。それにより、収益性を向上させることが

　可能です。�

需要喚起�ニーズマイ二ング�

コミュニティ供給�
サイバーコップス�
インフォ＠メール�
ワーズナビ�
e-マイ二ング�

クライアント�メディア�
（提携サイト）�

企業�

情報�

コミュニティ�

ガーラのコミュニティビジネス�

コミュニティの価値創造�

ユーザー�

ユーザー�

ユーザー�

ユーザー�ユーザー�

企業にとってのコミュニティの価値�

◆ユーザーサポート代替機能�

◆コンテンツ自動生成機能�

◆口コミ機能�

◆ニーズマイニング�

◆企業メッセージ訴求状況の確認�

◆顧客ロイヤルティの向上�
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Community

掲示板フィルタリング�
システム�

Cyber Cops

情報モニタリング�
サービス�

e-mining
オプトインメール�

Info@Mail Focu s@Mail
動画�

オプトインメール�

Info@Mail Live!
携帯電話向け�
オプトインメール�

Merit@Mail

掲示板リンク�
付け機能�

WordsNavi

シ ステム�

Info  @Mail 
Sy stem

メール 広告配信�

ター ゲティング�
�メール�
�

直接的な効果　�
コミュニティと�
コミュニティ運営支援システム�
の提供�

間接的な効果　�
�

シナジー効果の追求�
　コミュニティを核にシナジー効果を追求していけることが、

ガーラの強みです。コミュニティ構築そのものによって収益

を上げ、その際に「サイバーコップス」「ワーズナビ」「オプ

トインメールシステム」などのコミュニティをビジネスに活か

すためのツールを提供できます。また、コミュニティ構築に

積極的な企業の多くは、マーケティングやブランド構築に

対する関心が高いため、ネット上のモニタリングサービスで

ある「e－マイニング」を採用していただくケースや、コミュ

ニティの開設の際に、ユーザーへのプロモーションを目的

にメール広告サービスである「インフォ＠メール」を利用し

ていただくケースもあります。�

　当第2四半期においては、コミュニティ供給事業とコン

テンツセキュリティ事業が売上拡大を牽引しました。これは

4月からのコミュニティへの注力と経営改善計画の実施の

結果といえます。今後、コミュニティ供給の波及効果が業

績に顕れることを期待しています。�

　また、下期にはコミュニティ関連の新サービス「ワーズナ

ビ」を開始しました。ワーズナビは、コミュニティ内の書き込

みから生活者をコンテンツやコマースに誘導するシステム

です。今後もガーラは、コミュニティ関連のビジネスポートフォ

リオを充実させていきます。�

まとめ�
　ガーラのミッションは、①コミュニティを提供すること、お

よびコミュニティ運営を支援するサービスを提供することで

人と人との交流を促進し、社会に貢献すること、②コミュニ

ティの生活者と企業をつなげることで、コミュニティを経済

的に成立させ、新しい付加価値を生み出すことです。�

　この経営理念に立ち返り、コミュニティ供給、「サイバー

コップス」、「インフォ＠メール」、「e－マイニング」の各事

業を推進しつつ、新規事業を生み出していく方針です。そ

れぞれの事業の拡大がスパイラル的に機能し、企業全体

のさらなる競争力の強化につながるという点こそがガーラ

の強みであり、高い競争力を実現していくことを可能にし

ているのです。これからも、ガーラは変化の波をチャンスと

とらえ、さまざまなビジネスを創造し、挑戦を続けてまいります。�

�

2001年12月�

代表取締役社長�

�

◆コミュニティ供給のシナジー効果
コミュニティ供給を事業のメインに置き、その波及効
果を狙います。直接的にはコミュニティ構築そのもの
によって収益を上げることができますが、このときに
「サイバーコップス」を加えて提供することも可能で
す。間接的な効果としては、「ｅ－マイニング」を採
用していただける可能性が高まること、またプロモー
ションが必要な場合は「インフォ＠メール」などをお
使いいただけること、などが挙げられます。



当事業は、法人向けにコミュニティの構築、運営、管理サポートを行っています。当中間期売上高

はウェブマーケティングに対する関心の高まりに伴い、コミュニティの新規開設が進み、128,755千

円（売上高構成比30％）となり、前中間期比174.2％増となりました。ガーラでは、「サイバーコッ

プス」とのシナジー効果を強化することで、サービスの差別化を進めています。また、「ワーズナビ」

やメール広告配信システムのＯＥＭ供給など、コミュニティ関連のツールも充実させていきます。�

業績回顧�

コミュニティ供給事業�

コンテンツセキュリティ事業�

メール広告事業�

データマイニング事業�

新規サービス「ワーズナビ」�

連結子会社ガーラウェブ�

Operational R
e

v
iew
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コンサルティング�
利用法提案�

企画�
デザイン�
システム�

クライアント� ユーザー�

運営・保守�

プロモーション�
マーケティング�

150,000

120,000

90,000

60,000

30,000

0

（単位：千円）�

当中間期�前中間期�

当事業は、許諾した会員のみに広告メールを配信するオプトインメール「インフォ＠メール」を中

心に展開しています。当中間期売上高は144,532千円（売上高構成比33.7％）となり、前中間期

比9.2％減となりました。「インフォ＠メール」はプレゼントやポイントが付かないピュアなオプト

インメールで、情報を欲しいユーザーが登録していることが特徴です。民間の行った調査で、商品

購入につながったオプトインメールNo.1に選ばれました。�

企業� 消費者�

DM配信�

広告希望のジャンルや�
属性を登録�

広告配信�
発注�

200,000

160,000

120,000

80,000

40,000

0

（単位：千円）�

当中間期�前中間期�

当事業では、ネット上のモニタリング機能を持つ「ｅ－マイニング」と、インターネットを利用したマー

ケティングリサーチを行っています。当中間期売上高は57,437千円（売上高構成比13.4％）とな

り、前中間期比53％増となりました。今後は、当社の強みであるマーケティングのノウハウを活用

することで、「ｅ－マイニング」サービスの高付加価値化を進めます。下期には、販売代理店の拡

充と、サービス改善のためのバージョンアップを予定しております。�

「e-マイニン�
グ」が情報�
クリッピング�

ホームページ�
掲示板�

メールマガジン�
企業�

リスク情報�
マーケティング情報�

キーワードを登録�

60,000

48,000

36,000

24,000

12,000

0

（単位：千円）�

当中間期�前中間期�

コミュニティ内の書き込みから生活者をコンテンツに誘導する�

「ワーズナビ」を開始しました。「ワーズナビ」を導入することに

より、希望するコンテンツやコマースへの誘導が可能になると

同時に、ユーザーの実際の動きを知ることができ、マーケティン

グ情報として活かせます。�

100％子会社である株式会社ガーラウェブでは、ウェブ構築に

関する企画から、デザイン、システム開発、サイト運営、プロモー

ションまでを一貫して手がけるウェブ構築トータルプロデュース

事業を展開しています。�

登録された�
キーワード�

ユーザーが�
投稿�

キーワード�
リンクサイトに�
「ワーズナビ」が�

誘導�

クライアント�
企画�
デザイン�
システム�

ユーザー�

YES

ハイパーリンク�

プロモーション�

サイト運営�

当事業は、インターネット上の掲示板を対象に、誹謗中傷・放送禁止用語が含まれた投稿をフィルタ

リングする「サイバーコップス」を中心に展開しています。当中間期売上高は、ネット関連企業からの

値下げ要請があったため43,218千円（売上高構成比10.1％）となり、前中間期比40.4％減となり

ました。しかしながら、大手企業、マスコミなどへの導入が進んでおり、今後は、ネット上の違法な情報

の削除を怠った場合に罰金が科されるなど、法改正の動きもあるため需要は拡大する見込みです。�

禁止された内容�ユーザーが�
投稿�

「サイバー�
コップス」が�
掲載拒否�

YES

75,000

60,000

45,000

30,000

15,000

0

（単位：千円）�

当中間期�前中間期�

広告主の発したい情報と消費者の受け取りたい情報をマッチングさせる�
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4つの主要な事業を中心に
新しいビジネスを展開しています



ガーラは、携帯電話向けのメールサービス「Merit@Mail（メリットメール）」を開始しまし

た。メリットメールとは、企業からのプレゼントや割引など、インセンティブがついたユー

ザーが得する情報などを、携帯電話に配信するサービスです。また、ユーザーは掲示板機

能や友人への連絡用のメール配信システムを無料で使用することができます。ガーラは、

数十社の提携企業ならびに数千のサークルとのネットワークを全国に構築し、「インフォ

＠メール」と同じく、提携先とのCo-brandでメリットメールのサービスを提供していきます。�

企業のユーザー参加型マーケティングに対する関心の高まり、ならびにガーラがこれまで

取り組んできたコミュニティの提供に関する実績、ノウハウなどが評価され、企業からの�

コミュニティ構築依頼が増えています。最近は、東京都心部のオフィスビル、賃貸住宅�

などのテナント、およびその就業者・施設利用者を対象とした会員制地域ポータルサイト

「eHills Club（イーヒルズクラブ）」（http://www.ehills.co.jp）や、愛犬家が情報�

交換する場を提供し、自動車用品の開発などに役立てるホンダの愛犬家用情報サイト�

「トラベルドッグ」（http://www.travel-dog.com）など特徴のあるコミュニティが増えて�

います。�

ガーラは、11月26日より日本を代表するインターネット関連企業93媒体（11月26日時点）

と共同で、ネット上での期間限定クリスマスイベント「第６回Xmas Party on the Net」

を開催しています。豪華プレゼントが用意される当サイトには、Lycos、Dreamnet、

livedoorといった多数のメジャーサイトも参加します。当イベントは、ユーザー参加型の

イベントとして、○×クイズやゲーム付きグリーティングカードなど、参加する誰もが楽しめ

るイベントサイトとなっています。また今年は、当サイトを通じてＮＰＯ応援ポータルサイト

「GambaNPO.net」内の「アフガン難民支援」のチャリティーにも参加し、難民の方々

にクリスマスプレゼントを贈ることができます。�

携帯電話版オプトインメール「メリットメール」のサービス開始�

企業へのコミュニティ提供が増加�

ネット上のクリスマスパーティを開催�

連結貸借対照表�

（ http://www.mam.ne.jp ）�

（ http://www.travel-dog.com ）�

（ http://www.xmas.ne.jp ）�

�
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コミュニティ関連のビジネスポートフォリオを
充実させています

（単位：千円）
当中間期末 前中間期末 前期末

（平成13年9月30日現在） （平成12年9月30日現在） （平成13年3月31日現在）

（資産の部）

I 流動資産
1.現金及び預金 341,935 785,325 523,470

2.受取手形及び売掛金 224,924 183,690 237,465

3.繰延税金資産 — 3,410 3,668

4.その他 30,688 17,430 78,682

貸倒引当金 △2,357 △875 △3,523

流動資産合計 595,190 988,982 839,763

II 固定資産
1.有形固定資産

（1）工具器具備品 69,310 52,195 65,879

（2）その他 8,511 296 392

有形固定資産合計 77,822 52,492 66,272

2.無形固定資産

（1）ソフトウェア 213,942 86,077 164,421

（2）連結調整勘定 34,451 44,295 39,373

（3）その他 10,642 54,971 11,624

無形固定資産合計 259,036 185,344 215,419

3.投資その他の資産

（1）投資有価証券 81,809 42,422 87,257

（2）敷金及び保証金 52,029 19,755 65,381

（3）繰延税金資産 — 514 491

（4）その他 46,850 1,262 45,289

貸倒引当金 — △8 —

投資その他の資産合計 180,690 63,947 198,419

固定資産合計 517,548 301,784 480,111

資産合計 1,112,739 1,290,766 1,319,874

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）
当中間期末 前中間期末 前期末

（平成13年9月30日現在） （平成12年9月30日現在） （平成13年3月31日現在）

（負債の部）

I 流動負債
1.買掛金 61,088 34,432 51,682

2.1年以内返済予定長期借入金 29,400 29,940 29,760

3.未払金 68,108 71,547 75,651

4.未払法人税等 565 9,795 13,533

5.賞与引当金 16,258 13,173 15,670

6.その他 10,909 12,631 13,786

流動負債合計 186,329 171,521 200,085

II 固定負債
1.長期借入金 25,786 55,006 40,306

2.長期未払金 7,679 23,039 15,359

固定負債合計 33,465 78,045 55,665

負債合計 219,795 249,566 255,750

（少数株主持分）

少数株主持分 — — —

（資本の部）

I 資本金 606,500 606,500 606,500

II 資本準備金 430,500 430,500 430,500

III 連結剰余金（△欠損金） △144,351 4,199 26,304

IV 為替換算調整勘定 295 — 819

資本合計 892,944 1,041,199 1,064,123

負債、少数株主持分及び資本合計 1,112,739 1,290,766 1,319,874



連結損益計算書�

（単位：千円）
当中間期 前中間期 前期

自 平成13年4月 1日 自 平成12年4月 1日 自 平成12年4月 1日
至 平成13年9月30日 至 平成12年9月30日 至 平成13年3月31日

I 売上高 429,062 390,215 866,760

II 売上原価 172,732 113,993 276,723

売上総利益 256,330 276,222 590,037

III 販売費及び一般管理費 383,769 230,588 525,983

営業利益（△損失） △127,439 45,633 64,054

IV 営業外収益
1.受取利息 116 130 687

2.控除対象外消費税 — — 2,352

3.受取賃貸料 1,080 — —

4.雑収入 83 1,280 77 207 403 3,443

V 営業外費用

1.支払利息 813 1,545 2,873

2.新株発行費 — 25,184 25,374

3.持分法投資損失 10,194 — 627

4.雑損失 498 11,507 — 26,730 102 28,978

経常利益（△損失） △137,666 19,111 38,518

VI 特別利益
1.固定資産売却益 — — 8,400

2.貸倒引当金戻入額 990 990 — — — 8,400

VII 特別損失
1.固定資産除却損 9,521 8,400 8,400

2.固定資産売却損 319 — —

3.投資有価証券評価損 14,880 — —

4.その他 4,520 29,240 760 9,160 760 9,160

税金等調整前中間（当期）純利益（△損失） △165,917 9,950 37,758

法人税、住民税及び事業税 579 9,828 15,757

法人税等調整額 4,160 4,739 △1,974 7,846 △2,209 13,548

中間（当期）純利益（△損失） △170,656 2,104 24,210

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書�
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（単位：千円）
当中間期 前中間期 前期

自平成13年4月 1日 自 平成12年4月 1日 自 平成12年4月 1日
至 平成13年9月30日 至 平成12年9月30日 至 平成13年3月31日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.税金等調整前
中間（当期）純利益（△損失） △165,917 9,950 37,758

2.減価償却費 32,918 13,542 28,753

3.連結調整勘定償却 4,921 4,921 9,843

4.賞与引当金の増加額 587 8,090 10,578

5.貸倒引当金の増加（△減少）額 △1,166 883 3,523

6.受取利息及び受取配当金 △116 △130 △687

7.支払利息 813 1,545 2,873

8.新株発行費 — 25,184 25,184

9.持分法による投資損失 10,194 — 627

10.投資有価証券評価損 14,880 — —

11.有形固定資産売却損 319 — —

12.無形固定資産売却益 — — △8,400

13.有形固定資産除却損 2,080 — —

14.無形固定資産除却損 7,440 8,400 8,400

15.売上債権の減少（△増加）額 12,541 △49,926 △112,961

16.仕入債務の増加（△減少）額 9,406 △3,669 22,649

17.未払消費税等の増加（△減少）額 △4,167 △1,420 △234

18.その他 △583 23,274 15,529

小計 △75,846 40,644 43,448

19.利息及び配当金の受取額 116 130 687

20.利息の支払額 △813 △1,545 △2,873

21.法人税等の支払額 △13,548 △2,553 △4,752

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,092 36,676 36,510

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）
当中間期 前中間期 前期

自平成13年4月 1日 自 平成12年4月 1日 自 平成12年4月 1日
至 平成13年9月30日 至 平成12年9月30日 至 平成13年3月31日

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.定期預金の払戻による収入 — 54,500 54,500

2.有形固定資産の取得による支出 △30,673 △20,735 △51,233

3.有形固定資産の売却による収入 28 — —

4.無形固定資産の取得による支出 △74,441 △68,933 △148,608

5.無形固定資産の売却による収入 41,535 — —

6.投資有価証券の取得による支出 △20,150 △27,422 △72,066

7.保証金の支出 △2,600 — △45,729

8.保証金の回収 15,951 552 656

9.貸付による支出 △5,000 — —

10.貸付金の回収による収入 5,000 — —

11.その他投資の減少額 △6,213 — △46,365

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,562 △62,039 △308,847

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.長期借入金の返済による支出 △14,880 △16,500 △31,380

2.株式の発行による収入 — 532,815 532,815

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,880 516,315 501,435

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 — — —

V 現金及び現金同等物の増加（△減少）額 △181,535 490,953 229,097

VI 現金及び現金同等物の期首残高 523,470 294,372 294,372

VII 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 341,935 785,325 523,470


