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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 780 21.7 12 △47.5 11 △46.5 2 △89.3
20年12月期第1四半期 641 716.3 23 ― 20 ― 23 ―

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 120.67 120.00
20年12月期第1四半期 1,137.96 1,125.40

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 1,366 733 53.7 35,746.98
20年12月期 1,483 735 49.6 35,642.98

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  733百万円 20年12月期  735百万円

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 ― ― ― ― ―
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成21年12月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

1,354 15.6 5 △84.6 1 △96.9 △0 ― △0.40

通期 2,992 13.3 99 36.7 90 39.1 88 8.8 4,284.15
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

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

(2) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 20,626株 20年12月期  20,626株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  109株 20年12月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 20,624株 20年12月期第1四半期 20,504株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退をうけ、設備投資や個
人消費が減少し、景気は当面停滞するとみられております。 
 当社が事業を展開するモバイルインターネット市場につきましては、国内の携帯電話利用者数は平成21
年月３末現在で10,748万人、第３世代携帯電話の加入者数が9,963万人、更に携帯電話によるインターネ
ット接続サービスの契約者数は9,118万人となっており、高速通信によるインターネット利用が可能な携
帯電話は緩やかに普及し続けております。また、若い世代を中心に携帯電話からのインターネット利用は
拡大しており、携帯電話はインターネット利用のデバイスとして地位を確立しつつあります。 
 こうしたことを背景に、モバイルコンテンツ・コマース市場は引き続き拡大すると見込まれておりま
す。また、昨今の景況から広告出稿を控える企業がみられ、総広告費は減少傾向にりますが、当社が主力
事業を展開するモバイル広告市場については、平成20年は前年比47％増の913億円に上るなど、引き続き
成長を続けております。 
 このような事業環境の中で、当社ではモバイル広告分野やモバイル検索エンジン分野を中心としたモバ
イルマーケティングサービスの提供、モバイルコマースやモバイルメディア領域を中心としたモバイルソ
リューションサービスの提供、将来に向けた広告配信サービスの開発やユーザー向けのモバイルメディア
運営といった事業を進め、成長性の高い事業の更なる発展と、将来を見越した新規サービス構築に注力し
てまいりました。 
 その結果、当第１四半期会計期間は事業全般に販売が堅調に進捗し、売上高は780百万円となりまし
た。営業利益は、積極的なキャンペーンの実施や採用活動を行ったことにより12百万円、経常利益は11百
万円、四半期純利益は２百万円となっております。 
  
（モバイルマーケティング事業） 
 モバイルマーケティング事業を取り巻く環境としましては、インターネット広告、中でも当社が扱うモ
バイル広告市場はついては一部で販売単価の下落がみられるものの、検索と連動したモバイルリスティン
グ広告市場を始めとして、引き続き高い成長を維持するとみられております。 
 こうした環境のもと、当社では、モバイルメディアを専門として取り扱うことにより培った深い知見と
高い提案力を基に、幅広い広告ラインナップとモバイルＳＥＯ（Search Engine Optimization）の技術力
を併せ、顧客ニーズに合わせた最適なサービス提案を行ってまいりました。また、モバイル広告利用を促
進するため新規顧客獲得キャンペーンを実施したほか、事業拡大と販売力強化のため、積極的に採用活動
を実施してまいりました。 
 その結果、売上高は587百万円、営業利益は27百万円となっております。 
  
（その他の事業） 
 その他の事業としましては、モバイルユーザー及びモバイルサイトに対する深い知見、高い技術力をも
とに、モバイルコマース領域・モバイルメディア領域における開発案件の受注や、企業の広告掲載による
広告収入を主な収入源とするユーザー向けの自社メディアの企画・開発・運営を行っております。また、
広告主とメディア運営企業双方の利便性向上を目的としたアドネットワークの開発や、ニッチな需要を取
り込む公式サイトの開発など、新たな事業創出も進めてまいりました。 
 その結果、売上高は193百万円、営業利益は41百万円となっております。 
  
（注） 
 前会計年度においては、「モバイルソリューション事業」「モバイルマーケティング事業」「その他事
業」の３事業に区分しておりましが、「モバイルソリューション事業」は売上高全体に占める割合が10％
に満たないことから、当第1四半期会計期間より「その他の事業」に変更し、２区分とすることにいたし
ました。 
 また、当第１四半期会計期間より、モバイルＳＥＯ事業はこれまで「その他の事業」に含めておりまし
たが「モバイルマーケティング事業」に、アフィリエイトサービス「ＢＹＰＡＳＳ」は「モバイルマーケ
ティング事業」に含めておりましたが「その他の事業」に、各事業の種類・性質の類似性を鑑みた結果変
更することにいたしました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 当会計期間における資産につきましては、前会計年度末に比べ116百万円減少して1,366百万円となりま
した。これは主として、賞与の支給や納税のため現預金が111百万円減少したことによります。 
 負債につきましては、前会計年度末に比べ114百万円減少して、633百万円となりました。これは主とし
て、借入金返済に伴い長期借入金が35百万円減少したこと、買掛金が32百万円減少したこと、また賞与支
給に伴い賞与引当金が21百万円減少したことによるものであります。 
 純資産につきましては、前会計年度に比べて１百万円減少して733百万円となりました。これは自己株
式の取得により資産が４百万円減少したこと、当第１四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が２

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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百万円増加したことによります。 
  
 ②キャッシュ・フローの状況 
 当会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前会計年度末に比べて111百万
円減少して、残高は632百万円となりました。 
（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51百万円となりました。 
 主な収入要因は税引前四半期純利益として11百万円を計上したことによるものであり、 
 主な支出要因は仕入債務の減少32百万円、賞与引当金の減少21百万円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20百万円となりました。 
 主な支出要因はソフトウェア開発に伴う無形固定資産の取得による支出16百万円であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当社の財務活動の結果使用した資金は39百万円となりました。 
 主な支出要因は長期借入金の返済による支出35百万円であります。 

  

当社が事業を展開するモバイルインターネット市場は引き続き成長が続くものと予測しております。当
社はこれまで培ったノウハウをもとに、モバイルインターネット分野に特化した企業活動を進め、専門性
の高いサービスを提供していく所存であります。 
 当第1四半期の業績につきましては各事業とも概ね計画通りに推移していることから、平成21年2月13日
付「平成20年12月期決算短信」にて公表の業績予想に変更はございません。 

  

   該当事項なし 

  

１ 当第１四半期会計期間より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２ 当第１四半期会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」 

  (企業会計基準委員会 企業会計基準第９号)を適用しております。 
   これによる当第１四半期会計期間の損益に与える影響はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）

4



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 632,399 744,048

売掛金 489,199 491,553

仕掛品 889 3,497

貯蔵品 122 73

前払費用 8,797 11,082

繰延税金資産 11,713 19,731

その他 2,813 1,833

貸倒引当金 △11,981 △11,989

流動資産合計 1,133,953 1,259,832

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,500 5,500

減価償却累計額 △1,793 △1,546

建物（純額） 3,706 3,953

工具、器具及び備品 5,044 4,862

減価償却累計額 △2,178 △1,764

工具、器具及び備品（純額） 2,865 3,097

有形固定資産合計 6,571 7,050

無形固定資産   

のれん 89,928 96,210

商標権 349 358

ソフトウエア 83,678 69,926

ソフトウエア仮勘定 507 2,136

無形固定資産合計 174,464 168,631

投資その他の資産   

投資有価証券 35,384 35,384

破産更生債権等 3,958 2,068

長期前払費用 2,367 2,367

繰延税金資産 10,079 10,185

その他 4,000 －

貸倒引当金 △3,958 △2,068

投資その他の資産合計 51,831 47,936

固定資産合計 232,866 223,619

資産合計 1,366,820 1,483,452

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 233,357 265,439

1年内返済予定の長期借入金 121,200 129,600

未払金 23,842 36,967

関係会社未払金 6,976 6,296

未払消費税等 7,019 26,299

未払法人税等 1,492 5,328

前受金 1,372 2,770

預り金 10,275 3,127

賞与引当金 － 21,926

ポイント引当金 27,863 23,523

流動負債合計 433,399 521,280

固定負債   

長期借入金 200,000 227,000

固定負債合計 200,000 227,000

負債合計 633,399 748,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 695,625 695,625

資本剰余金 251,550 251,550

利益剰余金 △209,514 △212,002

自己株式 △4,240 －

株主資本合計 733,420 735,172

純資産合計 733,420 735,172

負債純資産合計 1,366,820 1,483,452

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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

売上高 780,855

売上原価 621,668

売上総利益 159,187

販売費及び一般管理費 146,714

営業利益 12,472

営業外収益  

受取利息 568

違約金収入 600

その他 120

営業外収益合計 1,289

営業外費用  

支払利息 1,457

支払手数料 1,118

営業外費用合計 2,576

経常利益 11,185

税引前四半期純利益 11,185

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 8,123

法人税等合計 8,696

四半期純利益 2,488

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 11,185

減価償却費 5,199

のれん償却額 6,281

商標権償却額 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,926

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,882

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,340

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 1,457

売上債権の増減額（△は増加） 463

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,558

仕入債務の増減額（△は減少） △32,081

未払金の増減額（△は減少） △12,445

その他 △11,392

小計 △45,035

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △1,369

法人税等の支払額 △5,328

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,165

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 △181

無形固定資産の取得による支出 △16,662

会員権の取得による支出 △4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,843

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 △35,400

自己株式の取得による支出 △4,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,648

現金及び現金同等物の期首残高 744,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 632,399

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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

(株)フラクタリスト（3821）平成21年12月期第1四半期決算短信（非連結）
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「参考」

(要約) 四半期損益計算書

前第１四半期会計期間

(自 平成20年１月１日  

  至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 641,875

Ⅱ 売上原価 500,850

   売上総利益 141,025

Ⅲ 販売費及び一般管理費 117,276

   営業利益 23,748

Ⅳ 営業外収益 2,040

Ⅴ 営業外費用 4,884

   経常利益 20,905

Ⅵ 特別利益 3,000

Ⅶ 特別損失 ―

   税引前四半期純利益 23,905

   法人税、住民税 

   及び事業税
572

   法人税等調整額 ―

   四半期純利益 23,332
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