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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31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12月期第1四半期 676 ― 62 ― 43 ― 25 ―

20年12月期第1四半期 649 △9.0 48 ― 47 ― 20 ―

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12月期第1四半期 1,866.02 ―

20年12月期第1四半期 1,477.29 ―

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12月期第1四半期 1,586 431 26.1 34,946.31
20年12月期 1,546 513 32.4 36,077.54

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  413百万円 20年12月期  500百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

1,300 ―
△20
～80

―
△20
～80

―
△30 
～70

―
△2,161.69
～5,043.95

通期 2,700 4.0
50

～150
―

40
～140

―
0 

～100
―

0.00
～7,205.65
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

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」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値とは異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期  13,878株 20年12月期  13,878株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  2,037株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期  13,403株 20年12月期第1四半期  13,878株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済状況は、米国の景気減速やそれに端を発した金融危
機、株式・為替の大幅な変動などの影響により、景気が後退する様相となりました。一方、インターネッ
トビジネス市場は、前年に続き安定した局面であり、1997年の調査ではわずか572万人だったインターネ
ット人口も2007年には8,227万人となりました（財団法人インターネット協会監修「インターネット白書
2008」）。インターネット人口については、普及期から成熟期に入り上限に達しつつありますが、当社の
事業領域であるSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は、確実に利用者の裾野を広げていま
す。このような状況のもと、当社グループは引き続きパッケージ販売の強化、SNS・掲示板監視による健
全サイト運営の徹底、ソリューションラインナップの充実に努め、事業のさらなる拡大を図ってまいりま
した。  
 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、健全サイト運営対策の波を受け監視業務が好調に推移
したこと、また受託開発事業において、納期が３月に集中したことにより売上高が増加し676,119千円と
なりました。営業利益については、売上高は増加したものの販売管理費が前年と同水準で推移し62,031千
円となりました。経常利益については、自己株式の公開買付けに伴う手数料等の影響により、43,690千円
となり、四半期純利益は税金費用の計上により25,010千円となりました。  
  

  

(1)コミュニティ事業 
コミュニティ事業は、SaaS型SNS統合ブランド「エアリー」シリーズ、学校裏サイト・ネットいじめ対

策コンサルティングサービス「スクールガーディアン」、モバイルコンテンツ配信システム「モバリス
ト」など、引き続きパッケージ商品の販売に専念しております。その中でもとりわけ投稿監視業務につい
て、契約社数、売上高ともに堅調に推移いたしました。これは近年、複数の凶悪犯罪事件において「闇サ
イト」「学校裏サイト」などが問題視され、2007年12月には、総務省より携帯電話・PHS事業者に対し有
害サイトアクセス制限サービス（フィルタリングサービス）の取り組み強化が要請されたためです。 
また、今期は育児休業者向けSNS「エアリーダイバーシティ」の販売を開始し、それに伴い内定者SNS「フ
レッシャーズ」は「エアリーフレッシャーズ」に名称変更いたしました。「モバリスト」は内外タイム
ス、時事通信社と提携しニュースコンテンツの拡充、料理のレシピの提供により主婦層の取り込みと、多
種多様な層に満足いただけるコンテンツ作りを行って参りました。この結果、当第１四半期連結会計期間
の業績は、売上高341,915千円、営業損益は59,882千円の利益となりました。  
  
  
(2)受託開発事業 
受託開発事業は、引き続き主要顧客からの案件、とりわけ請負契約での受託件数増に取り組み、利益率

の確保を推進して参りました。また、予算の執行及び納期が年度末に集中したため、当第１四半期連結会
計期間の売上高及び利益が高い水準となりました。  
この結果、売上高は337,701千円となり、営業損益は36,149千円の利益となりました。  
  
(3)その他事業 
その他事業につきましては、子会社の経営管理業務等の他、コミュニティサイト以外のサイト運営及び

サーバー回線の貸与等のランニング収益が引き続き堅調に推移した結果、売上高39,568千円、営業損益は
30,353千円の利益となりました。 
  
  

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
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(1)資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 
 流動資産は、1,366,575千円となり前連結会計年度に比べ44,598千円の増加となりました。これ 

 は、現金及び預金が11,656千円、売掛金等が19,287千円、仕掛品が12,505千円増加したことによ 
 ります。固定資産は、219,692千円となり前連結会計年度に比べ4,577千円の減少となりました。 
 これは、のれんの減少によるものであります。 
(負債) 
 流動負債は、739,336千円となり前連結会計年度に比べ24,106千円の減少となりました。これ 

 は、短期借入金が100,000千円増加したものの、一年以内償還予定社債が償還により108,200千円 
 減少した他、未払費用が20,976千円減少したことによるものであります。 
(純資産) 
 純資産合計は、431,180千円となり前連結会計年度に比べ82,071千円の減少となりました。これ 

 は利益剰余金が四半期純利益により25,010千円増加したこと、自己株式が取得により112,035千円 
 増加したことによるものであります。 
  
(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連結ベースの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248,353千円減少し、604,579千円となりました。 
 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) 

営業活動の結果使用した資金は、23,909千円となりました。これは主に法人税等の支払いによる 

ものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、266,140千円となりました。この主な要因は、定期預金の預け入れに

よる支出によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、41,696千円となりました。この主な要因は、社債の償還による支出

198,750千円及び自己株式の取得・手数料等による支出124,870千円などの減少要因があったものの、長期

借入金による収入130,000千円、短期借入金の純増額100,000千円及び社債の発行による収入195,182千円

の増加要因によるものであります。 
  

  

当第１四半期連結会計期間は、当初の計画通り推移しており、平成21年12月期の見通しにつきまして
は、平成21年２月10日発表の通期の業績予想に変更はありません。 
  

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
 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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     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 
       た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

       

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    ①税金費用の計算      

    税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税 
   効果会計適用後の実行税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗 
   じて計算しております。 

  

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。これによる損益に与える影響は 
 軽微であります。 

  

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)

(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

(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
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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21年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 939,614 927,957

受取手形及び売掛金 352,387 333,100

仕掛品 34,058 21,552

繰延税金資産 22,966 23,062

その他 19,730 17,913

貸倒引当金 △2,181 △1,609

流動資産合計 1,366,575 1,321,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,022 10,430

工具、器具及び備品（純額） 23,908 24,182

有形固定資産合計 33,931 34,613

無形固定資産   

のれん 57,725 67,242

ソフトウエア 3,662 4,077

その他 145 145

無形固定資産合計 61,533 71,465

投資その他の資産   

投資有価証券 5,900 5,664

敷金及び保証金 82,985 82,985

繰延税金資産 3,019 3,019

その他 36,529 34,432

貸倒引当金 △4,207 △7,910

投資その他の資産合計 124,228 118,191

固定資産合計 219,692 224,270

資産合計 1,586,268 1,546,247
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 136,414 133,514

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 166,554 133,169

1年内償還予定の社債 114,300 222,500

未払法人税等 27,685 33,576

未払費用 62,247 83,224

預り金 41,179 56,482

その他の引当金 9,430 9,430

その他 81,525 91,545

流動負債合計 739,336 763,443

固定負債   

社債 176,950 67,500

長期借入金 206,401 169,652

その他 32,400 32,400

固定負債合計 415,751 269,552

負債合計 1,155,087 1,032,995

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 438,171

資本剰余金 523,160 184,989

利益剰余金 △96,603 △121,613

自己株式 △112,035 －

株主資本合計 414,522 501,547

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △723 △863

評価・換算差額等合計 △723 △863

新株予約権 17,381 12,568

純資産合計 431,180 513,252

負債純資産合計 1,586,268 1,546,247
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 676,119

売上原価 397,199

売上総利益 278,919

販売費及び一般管理費合計 216,888

営業利益 62,031

営業外収益  

受取利息 659

雑収入 1,596

営業外収益合計 2,255

営業外費用  

支払利息 2,376

支払保証料 210

支払手数料 12,835

社債発行費 4,817

その他 357

営業外費用合計 20,596

経常利益 43,690

特別利益  

過年度支払手数料修正益 8,309

特別利益合計 8,309

特別損失  

固定資産除却損 229

特別損失合計 229

税金等調整前四半期純利益 51,770

法人税、住民税及び事業税 26,760

法人税等合計 26,760

四半期純利益 25,010
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31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 51,770

減価償却費 3,480

のれん償却額 9,517

株式報酬費用 4,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,130

受取利息及び受取配当金 △659

支払利息 2,376

固定資産除却損 229

社債発行費 4,817

支払手数料 12,835

売上債権の増減額（△は増加） △15,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,505

前受金の増減額（△は減少） △16,288

預り金の増減額（△は減少） △15,303

未払金の増減額（△は減少） △2,487

仕入債務の増減額（△は減少） 2,899

未払費用の増減額（△は減少） △19,981

未払消費税等の増減額（△は減少） 771

その他 4,374

小計 12,476

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △5,040

法人税等の支払額 △31,913

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,909

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △263,009

有形固定資産の取得による支出 △1,225

長期貸付けによる支出 △3,400

長期貸付金の回収による収入 1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,140
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

長期借入れによる収入 130,000

長期借入金の返済による支出 △59,866

社債の発行による収入 195,182

社債の償還による支出 △198,750

自己株式の取得による支出 △112,035

その他の支出 △12,835

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,353

現金及び現金同等物の期首残高 852,932

現金及び現金同等物の四半期末残高 604,579
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  ①自己株式の取得 

   当社は、平成21年２月10日付の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え 

  て適用される同法第156条の規定に基づき、公開買付けの方法により自己株式を取得することを決 

  議し、普通株式2,037株を取得いたしました。これにより当第１四半期連結会計期間において自己 

  株式が112,035千円増加しております。 

  

  ②減資 

   当社は、平成21年１月９日付の臨時株主総会において、資本の額を減少し、その他資本剰余金 

  に振替を行うことを決議いたしました。これにより資本金の額が338,171千円減少し、その他資本 

  剰余金が同額増加しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前年同四半期

(自 平成20年１月１日

 至 平成20年３月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 649,825

Ⅱ 売上原価 403,319

   売上総利益 246,505

Ⅲ 販売費及び一般管理費 198,343

   営業利益 48,162

Ⅳ 営業外収益 3,734

 １. 受取利息 707

 ２. 為替差益 2,093

 ３. 雑収入 933

Ⅴ 営業外費用 4,716

 １. 支払利息 2,046

 ２. その他 2,669

   経常利益 47,180

Ⅵ 特別利益 1,876

 １.  貸倒引当金戻入 1,876

Ⅶ 特別損失 14,394

 １. 事業整理損失 14,380

 ２. 固定資産除却損 13

   税金等調整前 

   第１四半期純利益
34,662

   法人税、住民税 

   及び事業税
14,100

   法人税等調整額 60

   第１四半期純利益 20,501
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(2) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前年同四半期

(自平成20年１月１日
至平成20年３月31日)

区分 金額

Ⅰ 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 34,662

   減価償却費 6,351

      のれんの償却 11,917

   貸倒引当金の増減額 △1,876

   受取利息及び受取配当金 △707

   支払利息 2,046

   売上債権の増減額(△は増加) 31,580

   たな卸資産の増減額(△は増加) △16,394

   仕入債務の増減額(△は減少) 35,170

   預り金の減少額 △7,501

   未払消費税等の増減額(△は減少) △14,812

   その他 18,857

    小計 99,296

   利息及び配当金の受取額 683

   利息の支払額 △3,341

   法人税等の支払額 △12,875

  営業活動によるキャッシュ・フロー 83,762

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金預入による支出 △3,606

   有形固定資産の取得による支出 △5,961

   投資有価証券の取得による支出 △50,564

   短期貸付金の増減額 478

   長期貸付金の回収による収入 612

  投資活動によるキャッシュ・フロー △59,041

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の減少額 △12,000

   長期借入金の返済による支出 △31,116

   社債の償還による支出 △68,750

  財務活動によるキャッシュ・フロー △111,866

Ⅳ 現金及び現金同等物に関わる換算差額

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △87,144

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 727,054

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
639,909
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