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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8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 ％

22年2月期第2四半期 16,259 ― 1,830 ― 1,832 ― 1,081 ―
21年2月期第2四半期 11,883 ― 982 ― 953 ― 554 ―

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

22年2月期第2四半期 434.38 424.83
21年2月期第2四半期 248.35 247.60

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

22年2月期第2四半期 7,870 4,452 56.6 1,783.71
21年2月期 6,457 3,365 52.1 1,351.98

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  4,452百万円 21年2月期  3,365百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 34,279 35.9 3,425 68.1 3,428 70.4 1,988 72.8 265.88
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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  

(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 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） 22年2月期第2四半期 2,495,800株 21年2月期  2,489,300株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  24株 21年2月期  24株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 2,489,816株 21年2月期第2四半期 2,231,691株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年６月30日公表の「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は平成21年９月１日付をもって、普
通株式１株を３株に分割しております。平成22年２月期通期業績予想の１株当たり当期純利益は、当該株式分割後の予定期中平均発行済株式数 
(7,478,314株)により算出しております。 
 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等について
は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
３．当事業年度より「四半期財務諸表等に関する会計基準」(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２四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、依然として雇用情勢

は厳しく、本格的な景気回復への道筋は未だ見えておりません。 

 一方、当社の顧客の属するダイレクトマーケティング市場は、外出をせず自宅に居ながら消費する「巣ごもり消 

費」といわれる消費行動が当第２四半期累計期間も継続し、テレビ、インターネット、モバイル等を使用するダイレ

クトマーケティング市場を中心に、その伸び率は鈍化しているものの引き続き堅調な成長を続けました。 

 このような市場環境の下、当社においては、前事業年度に引き続き、ダイレクトレスポンス手法により商品あるい

はサービスの販売を試みるダイレクトマーケティング実施企業に対して、商品開発、表現企画、媒体選定、受注、顧

客管理といったバリューチェーンの各局面で、最適なソリューションの提供に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は16,259,346千円（前年同期比36.8％増）、売上総利益は2,409,039千 

円（前年同期比66.9％増）となりました。販売費及び一般管理費は578,234千円（前年同期比25.4％増）となり、そ 

の結果、営業利益は1,830,805千円（前年同期比86.4％増）、経常利益は1,832,043千円（前年同期比92.2％増）とな

りました。また、税引前四半期純利益1,832,043千円（前年同期比92.2％増）から法人税、住民税及び事業税と法人 

税等調整額の合計750,507千円を差引後、四半期純利益は1,081,536千円（前年同期比95.1％増）となりました。 

 なお、前年同期比の増減につきましては、参考として記載しております。  

  

  

（１）財政状態   

  当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して1,412,889千円増加し、7,870,469千円となり

ました。 

 流動資産については、前事業年度末と比較して月次売上が増加したことにより売掛金残高が613,047千円増加し 

3,437,324千円となり、また、現金及び預金も1,253,253千円増加し4,144,571千円となったこと等により、前事業年 

度末と比較して1,883,053千円増加し7,658,980千円となりました。  

 固定資産については、前事業年度末と比較して差入保証金の減少等により470,163千円減少し211,488千円となりま

した。 

 流動負債については、月次の仕入額の増加により買掛金が318,499千円増加し2,417,951千円となったこと等によ 

り、前事業年度末と比較して322,163千円増加し3,401,924千円となりました。 

  固定負債については、前事業年度末と比較して3,858千円増加し16,234千円となりました。 

 純資産については、第２四半期累計期間における四半期純利益の計上等により1,086,868千円増加し、4,452,309千

円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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)は前事業年度末から1,253,253千円 

増加し、4,144,571千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、 

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） 

 当第２四半期累計期間において、営業活動によって得られた資金は1,298,032千円となりました。これは主に税引 

前四半期純利益1,832,043千円を計上したこと、営業保証金の返還による収入が500,000千円発生したこと、業容の拡

大により仕入債務が318,499千円増加したこと等の一方で、売上債権が613,047千円増加したこと、法人税等の支払額

が656,588千円発生したこと等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） 

 当第２四半期累計期間において、投資活動に使用した資金は50,111千円となりました。これは事務機器、事務所設

備、サーバー等の有形固定資産の取得及びソフトウェア等の無形固定資産の取得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） 

 当第２四半期累計期間において、財務活動によって得られた資金は5,332千円となりました。これはストック・オ 

プションの行使に伴う株式の発行による収入によるものであります。 

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
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  平成22年２月期通期の業績予想数値につきましては、平成21年９月24日公表の「業績予想の修正に関するお知ら 

せ」にて修正いたしました。これは、平成22年２月期第２四半期累計期間の業績予想を踏まえ、平成22年２月期下半

期についても業績予想の見直しを行った結果、前回公表した平成22年２月期通期の業績予想数値を上回る見通しとな

ったためであります。当該業績予想に関する詳細は、平成21年９月24日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

  

①  簡便な会計処理 

  記載すべき重要な事項はありません。 

②  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。    

   

① 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。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

      商品については、従来、月次総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より 

     「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、 

     月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益法の低下に基づく簿価切下げの方法）により算 

     定しております。 

      なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,144,571 2,891,318

売掛金 3,437,324 2,824,277

その他 123,241 77,277

貸倒引当金 △46,157 △16,945

流動資産合計 7,658,980 5,775,927

固定資産   

有形固定資産 60,837 56,077

無形固定資産 29,018 3,511

投資その他の資産 121,632 622,062

固定資産合計 211,488 681,651

資産合計 7,870,469 6,457,579

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,417,951 2,099,452

未払法人税等 813,489 671,896

賞与引当金 66,519 －

役員賞与引当金 － 58,800

その他 103,964 249,612

流動負債合計 3,401,924 3,079,761

固定負債   

退職給付引当金 16,234 12,376

固定負債合計 16,234 12,376

負債合計 3,418,159 3,092,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 629,698 627,318

新株式申込証拠金 572 －

資本剰余金 619,698 617,318

利益剰余金 3,202,419 2,120,882

自己株式 △77 △77

株主資本合計 4,452,309 3,365,441

純資産合計 4,452,309 3,365,441

負債純資産合計 7,870,469 6,457,579
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 16,259,346

売上原価 13,850,306

売上総利益 2,409,039

販売費及び一般管理費 578,234

営業利益 1,830,805

営業外収益  

受取利息 1,021

その他 227

営業外収益合計 1,249

営業外費用  

支払利息 10

営業外費用合計 10

経常利益 1,832,043

税引前四半期純利益 1,832,043

法人税、住民税及び事業税 801,598

法人税等調整額 △51,091

法人税等合計 750,507

四半期純利益 1,081,536
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 1,832,043

減価償却費 12,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,212

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,519

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △58,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,858

受取利息 △1,021

支払利息 10

売上債権の増減額（△は増加） △613,047

仕入債務の増減額（△は減少） 318,499

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,873

営業保証金の増減額(△は増加) 500,000

その他 △132,272

小計 1,953,452

利息の受取額 1,179

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △656,588

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,298,032

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 △22,611

無形固定資産の取得による支出 △27,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,111

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 5,332

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,253,253

現金及び現金同等物の期首残高 2,891,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,144,571
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

  
（１）中間損益計算書 

  

  
科目 

前中間会計期間 
（自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  11,883,736

Ⅱ 売上原価  10,440,387

売上総利益  1,443,348

Ⅲ 販売費及び一般管理費  461,128

営業利益  982,220

Ⅳ 営業外収益  1,275

Ⅴ 営業外費用  30,198

経常利益  953,296

税引前中間純利益  953,296

法人税、住民税及び事業
税 

 433,708

法人税等調整額  △34,653

中間純利益  554,242
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  953,296

減価償却費  6,486

貸倒引当金の増減額(減少△)   1,804

賞与引当金の増減額(減少△)   66,988

役員賞与引当金の増減額(減少△)    △27,600

退職給付引当金の増減額(減少△)    2,394

受取利息   △1,241

支払利息   4,654

売上債権の増減額(増加△)     △300,652

仕入債務の増減額(減少△)     166,362

未払消費税等の増減額(減少△)     △4,594

その他   △66,963

小計  800,936

利息の受取額   1,241

利息の支払額   △4,053

法人税等の支払額   △294,036

営業活動によるキャッシュ・フロー  504,087

Ⅱ 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   △5,032

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,032

Ⅲ 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(減少△)   △500,000

株式の発行による収入   1,104,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  604,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,103,055

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  952,085

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,055,141
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 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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