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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21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9月期第3四半期 5,707 ― 142 ― 144 ― △6 ―
20年9月期第3四半期 4,504 ― 154 ― 152 ― 26 ―

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9月期第3四半期 △211.67 ―
20年9月期第3四半期 835.40 792.12

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9月期第3四半期 3,137 1,940 61.9 60,477.43
20年9月期 2,988 1,946 65.1 60,715.50

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  1,940百万円 20年9月期  1,946百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― 0.00 ―
21年9月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,460 23.6 22 △88.4 24 △87.5 △103 ― △3,223.86



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  無  

(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、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。] 

(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）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、多分に不確実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、上記予想と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧下さい。 
 
（２）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。 

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9月期第3四半期 33,022株 20年9月期  32,980株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  920株 20年9月期  920株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 32,080株 20年9月期第3四半期 31,666株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な不況の中で企業収益が大幅に減少し、個人
消費の一部に持ち直しの兆しがみられたものの、厳しい景況感での推移となりました。 
  当社グループの属するインターネットビジネス関連市場は、インフラやサービス面の充実により、消費
行動におけるインターネット利用が更に進んでいくことなどを背景として、中長期的には拡大基調が続く
ものと予想されております。 
  このような環境のもと、当社グループはアフィリエイト運営、メディア運営両事業において一層のサー
ビスの拡充・拡大に引き続き努めてまいりました。 
  その結果、当社グループの主力であるアフィリエイト運営事業が堅調に推移し、当第３四半期連結累計
期間の売上高は5,707,915千円となりました。 
  また、新規事業の拡大や新卒採用などの先行投資を行ったこと等により、営業利益は142,653千円、経
常利益は144,098千円、当期純損失は6,790千円となりました。 

  

  

資産、負債および純資産の状況 
  
（資産） 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産の額は、3,137,356千円となりました。 
  これは主に、現金及び預金が342,348千円、売掛金が134,987千円増加、有価証券が299,957千円減少し
たことを中心に流動資産が191,779千円増加したこと、及びのれんの減価償却費76,003千円の計上を主要
因とし無形固定資産が64,823千円減少、投資有価証券15,413千円、保証金13,469千円を中心に投資その他
の資産が22,300千円増加したことにより固定資産が42,909千円減少したことによるものであります。 
  
（負債） 

  当第３四半期連結会計期間末の負債の額は、1,196,872千円となりました。 
  これは主に買掛金が133,676千円増加したこと等により流動負債が160,125千円増加した他、長期借入金
の返済9,000千円等により固定負債が5,200千円減少したことによるものであります。 
  
（純資産） 

  当第３四半期連結会計期間末の純資産の額は、1,940,483千円となりました。 
  これは資本金が735千円増加したこと及び利益剰余金が6,790千円減少したことによるものであります。
  

  

平成21年５月８日に公表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 
今後、業績予想に変更が生じた場合は速やかに開示いたします。 

  

  

・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

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



該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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、個別法による原価法から個別法
による原価法（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。 
  なお、この変更による当第３四半期連結累計期間に係る損益の影響はありません。 

  

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)

(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



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３四半期連結会計期間末
(平成21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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,229,333 886,984

売掛金 912,680 777,692

有価証券 － 299,957

商品及び製品 3,446 －

その他 79,205 65,829

貸倒引当金 △13,301 △10,879

流動資産合計 2,211,364 2,019,585

固定資産   

有形固定資産 199,394 199,781

無形固定資産   

のれん 393,910 469,914

その他 124,555 113,374

無形固定資産合計 518,465 583,288

投資その他の資産 208,130 185,830

固定資産合計 925,991 968,900

資産合計 3,137,356 2,988,486

負債の部   

流動負債   

買掛金 907,098 773,421

短期借入金 12,000 12,000

未払法人税等 56,295 63,619

賞与引当金 41,268 60,385

ポイント引当金 1,450 1,443

その他 126,449 73,567

流動負債合計 1,144,562 984,437

固定負債   

長期借入金 34,000 43,000

その他 18,310 14,510

固定負債合計 52,310 57,510

負債合計 1,196,872 1,041,947

純資産の部   

株主資本   

資本金 940,860 940,125

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 374,582 381,372

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 1,940,483 1,946,538

純資産合計 1,940,483 1,946,538

負債純資産合計 3,137,356 2,988,486



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,707,915

売上原価 4,330,034

売上総利益 1,377,880

販売費及び一般管理費 1,235,227

営業利益 142,653

営業外収益  

受取利息 1,272

受取配当金 150

その他 974

営業外収益合計 2,396

営業外費用  

支払利息 951

営業外費用合計 951

経常利益 144,098

特別損失  

固定資産除却損 266

投資有価証券評価損 20,236

特別損失合計 20,502

税金等調整前四半期純利益 123,595

法人税、住民税及び事業税 114,889

法人税等調整額 15,496

法人税等合計 130,386

四半期純損失（△） △6,790



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。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  
  

 

  

  

  

  

「参考」

（要約）前第３四半期連結損益計算書

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ  売上高 4,504,584 100.0

Ⅱ  売上原価 3,470,324 77.0

      売上総利益 1,034,260 23.0

Ⅲ  販売費及び一般管理費 879,366 19.5

      営業利益 154,893 3.5

Ⅳ  営業外収益

  １  受取利息 2,039

  ２  受取配当金 275

  ３  その他 4,006 6,321 0.1

Ⅴ  営業外費用

  １  支払利息 276

  ２  持分法による投資損失 8,229

  ３  その他 1 8,507 0.2

      経常利益 152,707 3.4

Ⅵ  特別損失

  １  固定資産除却損 8,128

  ２  減損損失 54,114 62,243 1.4

      税金等調整前四半期純利益 90,464 2.0

      法人税、住民税 
      及び事業税

72,350

      法人税等調整額 △8,340 64,010 1.4

      四半期純利益 26,454 0.6




