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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22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 ％

22年9月期第2四半期 3,782 △1.1 82 △29.5 83 △29.5 24 440.1
21年9月期第2四半期 3,822 ― 116 ― 117 ― 4 ―

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9月期第2四半期 745.64 728.36
21年9月期第2四半期 139.28 136.40

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

22年9月期第2四半期 2,869 1,607 56.0 49,546.47
21年9月期 2,981 1,579 53.0 49,065.51

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  1,607百万円 21年9月期  1,579百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22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 8,050 4.5 193 20.6 191 17.8 42 ― 1,324.66
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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  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） 

(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 

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
報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年9月期第2四半期 33,372株 21年9月期  33,102株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  920株 21年9月期  920株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 32,363株 21年9月期第2四半期 32,078株

― 2 ―



当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景況感に一部回復の兆しが見られるものの、依然
として企業収益の悪化、個人消費の減退など、引き続き厳しい状況が続く展開となりました。 
  このような経済状況の中、当社グループが事業展開を行うインターネット広告市場は、引き続き伸長し
ているものの、景気減速等の影響を受け前年よりも成長率が鈍化いたしました。 
  こうした事業環境のもと、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・拡大に努めるとともに、不採算事業からの撤退等の費用削減策を実施してまいりました。
  これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,782,313千円（前年同四半期比1.1％減少）、営
業利益は82,365千円（前年同四半期比29.5％減少）、経常利益は83,129千円（前年同四半期比29.5％減
少）、四半期純利益は24,130千円（前年同四半期比440.1％増加）となりました。 

  

資産、負債および純資産の状況 

（資産） 
  当第２四半期連結累計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が76,924千円減少し
1,289,404千円となったことや、繰延税金資産が8,846千円減少し35,365千円となったことを中心に流動資
産が111,457千円減少の2,320,301千円となり、減価償却等により有形固定資産が7,006千円減少の172,451
千円となったことやソウトウェアの取得等により無形固定資産が6,573千円増加したことにより、固定資
産が439千円減少の549,270千円となりました。これらの結果、資産の部合計は111,897千円減少し
2,869,572千円となりました。 

  

（負債） 
  当第２四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、法人税等の納付等により未払法人税
等が86,812千円減少し32,894千円となったことや買掛金が17,192千円減少し953,810千円となったことを
中心に流動負債が132,503千円減少の1,184,429千円となり、長期借入金の返済等により固定負債が8,250
千円減少の77,260千円となりました。これらの結果、負債の部合計は140,753千円減少の1,261,689千円と
なりました。 

  

（純資産） 
  当第２四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、資本金が4,725千円増加の946,885
千円となったことや、利益剰余金が24,130千円増加し35,956千円となったことを中心に合計で28,855千円
増加の1,607,882千円となりました。 

  

当社グループは、最近の業績の動向等を踏まえ、平成22年５月７日付「業績予想の修正に関するお知ら
せ」にて開示させていただいたとおり、平成21年11月11日に公表した平成22年９月期通期業績予想を修正
しております。 
  具体的には、第３四半期及び第４四半期の連結業績予想に関しまして、景気動向を踏まえた保守的な見
積りを行いました。 
  その結果、平成22年９月期通期の売上高は、当初の業績予想を下回る見込みとなりました。 
  これに伴い売上原価の発生状況についても当初の業績予想を下回る見込みであります。 
  また、販管費につきましては各事業で経費削減に努め当初の業績予想に比べ抑制される見込みでありま
す。 
  以上の結果、平成22年９月期通期の売上高は8,050,587千円、営業利益193,430千円、経常利益191,035
千円、当期純利益42,908千円となる見込みです。 

  

・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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,289,404 1,366,328

売掛金 979,263 975,209

商品 108 1,854

貯蔵品 1,281 1,417

その他 58,567 94,583

貸倒引当金 △8,323 △7,634

流動資産合計 2,320,301 2,431,759

固定資産

有形固定資産 172,451 179,458

無形固定資産 130,232 123,659

投資その他の資産 246,585 246,591

固定資産合計 549,270 549,709

資産合計 2,869,572 2,981,469

負債の部

流動負債

買掛金 953,810 971,003

短期借入金 21,000 21,000

未払法人税等 32,894 119,706

賞与引当金 74,852 78,018

ポイント引当金 134 1,401

その他 101,737 125,802

流動負債合計 1,184,429 1,316,933

固定負債

長期借入金 55,000 65,500

その他 22,260 20,010

固定負債合計 77,260 85,510

負債合計 1,261,689 1,402,443

純資産の部

株主資本

資本金 946,885 942,160

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 35,956 11,825

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 1,607,882 1,579,026

純資産合計 1,607,882 1,579,026

負債純資産合計 2,869,572 2,981,469
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 3,822,909 3,782,313

売上原価 2,880,423 2,921,055

売上総利益 942,485 861,257

販売費及び一般管理費 825,588 778,892

営業利益 116,897 82,365

営業外収益

受取利息 893 241

受取配当金 150 －

その他 590 1,462

営業外収益合計 1,634 1,703

営業外費用

支払利息 663 940

営業外費用合計 663 940

経常利益 117,868 83,129

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 886

ポイント引当金戻入額 － 1,254

特別利益合計 － 2,140

特別損失

固定資産除却損 118 1,808

投資有価証券評価損 20,236 －

特別損失合計 20,355 1,808

税金等調整前四半期純利益 97,513 83,461

法人税、住民税及び事業税 96,423 29,036

法人税等調整額 △3,377 30,293

法人税等合計 93,045 59,330

四半期純利益 4,467 24,130
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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
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