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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 14,326 ― 64 ― 84 ― 4 ―

20年3月期第1四半期 11,983 △4.2 177 △65.4 162 △68.6 31 △85.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 8.19 8.17
20年3月期第1四半期 60.38 60.12

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 16,736 7,548 43.1 13,980.08
20年3月期 17,109 7,753 42.8 14,195.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,205百万円 20年3月期  7,316百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 200.00 200.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 32,000 ― 380 ― 400 ― 180 ― 349.21
通期 70,000 35.2 1,250 19.2 1,300 39.9 700 14.5 1,358.05

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

[(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  515,458株 20年3月期  515,458株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  14株 20年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  515,444株 20年3月期第1四半期  515,248株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ
景気後退懸念や金融市場の混乱、原材料価格の高騰などの影響を受け、景気の下振れリスクが高まっており
ます。
　同期間における日本の広告市場につきましては、大手広告代理店の月次売上高などの状況から推測すると、
前年度を若干下回っているものの、当企業集団の主要な事業領域であるインターネット広告市場につきまし
ては、着実に拡大を続けております。こうした情勢のもと、当企業集団では㈱電通及び㈱オプトとの協業を
軸とした販売施策と同時に有力メディアや成長メディアの仕入施策を積極的に実施いたしました。また、広
告業務支援システム「AD-SCRUM」の導入推進や連結子会社の㈱クライテリア・コミュニケーションズが運営
するアドネットワーク「ADJUST」の機能強化などの開発投資を引き続き実施いたしました。
　その結果、売上高は14,326百万円（前年同期比19.6％増）となりましたが、大幅に売上が増加したリステ
ィング広告は利益率が低く、売上総利益率が低下し売上総利益は3,116百万円（同12.6%増）にとどまりまし
た。営業利益は減価償却費やシステム関連費用の増加などにより64百万円（同63.6％減）、経常利益は84百万
円（同48.2％減）、当期純利益は４百万円（同86.4％減）となりました。
売上高における媒体種別の状況は、次の通りです。

媒体種別の売上高内訳       (単位：百万円未満切捨、％)

当第１四半期

対前期増減率

前第１四半期

　自 平成20年４月１日 　自 平成19年４月１日

　至 平成20年６月30日 　至 平成19年６月30日

金額 構成比 金額 構成比

ウェブ広告 10,640 74.3 9.9 9,679 80.8

リスティング広告※ 1,085 7.6 454.6 195 1.6

モバイル広告 739 5.1 21.0 611 5.1

メール広告 456 3.2 7.5 424 3.5

その他 1,404 9.8 31.0 1,072 9.0

合計 14,326 100.0 19.6 11,983 100.0

ウェブ広告 ：主にパソコンのウェブサイト上に表示されるバナー広告、テキスト広告、

　 リッチメディア広告など

　リスティング広告※：パソコン上のキーワード検索サービスで表示される広告

　モバイル広告 ：携帯電話端末を利用したインターネット上で展開される広告

　 （含むモバイルメール広告、モバイルリスティング広告）

　メール広告 ：パソコン上で使われる電子メールを利用した広告

　その他       ：販売促進支援事業及び上記付随サービスや、それ以外の広告に関するもの

※従来、媒体種別は「ウェブ広告」、「メール広告」、「モバイル広告」、「その他」の４区分で記載しておりましたが、「ウェ

ブ広告」及び「その他」に含めておりました「リスティング広告」の取扱高が大きくなったため、当連結会計期間から

「リスティング広告」を加え、５区分で開示しております。

　なお、前第１四半期の「ウェブ広告」及び「その他」の数値は今回変更した基準にもとづいて従来の開示数値から「リ

スティング広告」を差し引いております。

主力であるウェブ広告分野においては、多彩な表現手法を用いたリッチ化に加え、様々な手法によるター
ゲティング広告の需要が増える等販売が堅調に推移したことにより、ウェブ広告売上高は10,640百万円（同
9.9％増）となりました。
　リスティング広告においては、当第１四半期連結会計期間から連結子会社の㈱電通イー・リンクが㈱オプ
トからリスティング広告業務の受注を開始したこと等により、リスティング広告売上高は1,085百万円（同
454.6％増）となりました。
　モバイル広告分野においては、携帯電話によるインターネットサービスの利用が拡大を続けており、有力
メディア中心に取り扱いが伸びたことにより、モバイル広告売上高は739百万円（同21.0％増）となりまし
た。
　メール広告分野においては、引き続き底固い需要が続いており、メール広告売上高は456百万円（同7.5％
増）となりました。
　その他分野においては、グループ会社の販売促進事業分野の足踏みが続くものの、制作費や配信費等のマ
ーケティングソリューション分野の受注が伸び、EC事業も拡大したことにより、その他の売上高は1,404百万
円（同31.0％増）となりました。

※前第１四半期実績値及び対前期増減率は参考データとなっております。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

　(1)資産、負債及び純資産の状況
（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて337百万円減少し11,583百万円となりました。これは、主に受取手
形及び売掛金が571百万円増加、短期貸付金が919百万円減少したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて34百万円減少し5,153百万円となりました。これは、主に有形固定

資産が32百万円、ソフトウェアが60百万円、繰延税金資産が17百万円それぞれ増加し、のれんが72百万円、
保険積立金が72百万円それぞれ減少したことによるものです。
（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて181百万円減少し9,156百万円となりました。これは、主に支払手
形及び買掛金が164百万円、未払配当金が31百万円、未払消費税が46百万それぞれ増加し、未払金が427百万
円減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加し、31百万円となりました。これは、主に長期リー

ス未払金が16百万円増加したことによるものです。
（純資産）
純資産は、前連結会計年度末に比べて205百万円減少し、7,548百万円となりました。これは、主に利益剰

余金が98百万円、少数株主持分が94百万円それぞれ減少したことによるものです。

　(2)キャッシュ・フローの状況
当第１四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、前連結会計年度と比

べ32百万円減少し750百万円となりました。
　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は290百万円（前連結会計年度は517百万円の獲得）となりました。これは、
売上債権の増加による647百万円の減少、仕入債務の増加による216百万円の増加、法人税の支払による127百
万円などが主な要因です。
（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、獲得した資金は354百万円（前連結会計年度は1,856百万円の使用）となりました。これ
は、貸付による支出1,201百万円、貸付金の回収による収入2,123百万円、無形固定資産の取得による支出554
百万円などが主な要因です。
（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は95百万円（前連結会計年度は176百万円の使用）となりました。これは、
配当金の支払額71百万円、少数株主への配当金の支払額18百万円などが主な要因です。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間の業績は概ね期初計画の範囲内で推移しており、当期業績予想につきましては
平成20年５月12日発表の数値から変更はありません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
　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出する
方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「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）を当第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。
　この結果、従来の方法と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響
はありません。
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③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期
適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。

　 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当
額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。
　この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に32百万円計上されてお
り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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5. 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１四半期

連結会計期間末

(平成20年６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 665,149 697,533

受取手形及び売掛金 8,240,747 7,669,015

有価証券 113,343 113,236

たな卸資産 32,961 29,842

その他 2,551,757 3,428,078

貸倒引当金 △20,644 △17,048

流動資産合計 11,583,314 11,920,658

固定資産

有形固定資産 252,629 220,186

無形固定資産

のれん 974,185 1,046,889

その他 1,631,068 1,550,696

無形固定資産合計 2,605,253 2,597,585

投資その他の資産

投資有価証券 1,764,927 1,758,338

その他 532,065 613,705

貸倒引当金 △1,421 △1,473

投資その他の資産合計 2,295,572 2,370,570

固定資産合計 5,153,455 5,188,342

資産合計 16,736,770 17,109,000

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,368,983 8,204,474

1年内返済予定の長期借入金 8,286 8,555

未払法人税等 115,320 132,680

その他 663,759 992,244

流動負債合計 9,156,348 9,337,953

固定負債

長期借入金 15,396 17,323

その他 16,482 －

固定負債合計 31,878 17,323

負債合計 9,188,227 9,355,276
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（単位：千円）

当第１四半期

連結会計期間末

(平成20年６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)

純資産の部

株主資本

資本金 2,387,965 2,387,965

資本剰余金 1,954,547 1,954,585

利益剰余金 2,874,406 2,973,272

自己株式 △1,314 △1,352

株主資本合計 7,215,605 7,314,470

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,656 2,326

新株予約権 250 250

少数株主持分 342,343 436,676

純資産合計 7,548,543 7,753,723

負債純資産合計 16,736,770 17,109,000
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 14,326,505

売上原価 11,209,934

売上総利益 3,116,570

販売費及び一般管理費

販売手数料 1,766,591

その他 1,285,144

販売費及び一般管理費 3,051,735

営業利益 64,835

営業外収益

受取利息 5,066

持分法による投資利益 14,054

その他 1,808

営業外収益合計 20,929

営業外費用

支払利息 152

売上債権売却損 265

支払保証料 419

その他 485

営業外費用合計 1,323

経常利益 84,440

特別利益

貸倒引当金戻入額 12,075

特別利益合計 12,075

特別損失

固定資産除却損 841

投資有価証券評価損 231

リース解約損 783

特別損失合計 1,856

税金等調整前四半期純利益 94,659

法人税、住民税及び事業税 114,438

法人税等調整額 △8,980

法人税等合計 105,458

少数株主利益 △15,022

四半期純利益 4,223
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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１四半期

連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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 94,659

減価償却費 110,809

のれん償却額 79,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,544

受取利息及び受取配当金 △6,042

支払利息 152

持分法による投資損益（△は益） △14,054

投資有価証券評価損益（△は益） 231

固定資産除却損 841

売上債権の増減額（△は増加） △647,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,119

仕入債務の増減額（△は減少） 216,881

未払費用の増減額（△は減少） 78,586

割引手形の増減額（△は減少） △20,166

その他 △59,406

小計 △165,608

利息及び配当金の受取額 1,936

利息の支払額 △152

法人税等の支払額 △127,060

営業活動によるキャッシュ・フロー △290,885

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 △21,790

無形固定資産の取得による支出 △554,384

投資有価証券の取得による支出 △14,000

子会社株式の取得による支出 △66,912

貸付けによる支出 △1,201,500

貸付金の回収による収入 2,123,413

敷金及び保証金の差入による支出 △266

敷金及び保証金の回収による収入 18,602

保険積立金の積立による支出 △227

保険積立金の解約による収入 72,860

定期預金の預入による支出 △10,726

定期預金の払戻による収入 9,534

投資活動によるキャッシュ・フロー 354,604
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（単位：千円）

当第１四半期

連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △2,196

リース債務の返済による支出 △3,234

配当金の支払額 △71,750

少数株主への配当金の支払額 △18,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,269

現金及び現金同等物の期首残高 783,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 750,937

決算短信 2008年07月29日 15時07分 02109xe04_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－9－



株式会社サイバー・コミュニケーションズ(4788)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　該当事項はありません。
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