
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

※当社は、22年３月期より決算期を毎年９月30日から毎年３月31日に変更しております。これに伴い、23年３月期第１四
半期（４月から６月まで）と比較対象となる22年３月期第１四半期（10月から12月まで）の月度が異なるため、23年３月
期第１四半期の対前年四半期増減率については記載しておりません。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
※決算期変更により、平成22年３月期は、６ヶ月変則決算（平成21年10月１日～平成22年３月31日）となるため、平成23
年３月期の対前年増減率については記載しておりません。 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,148  －  237  －  233  －  85  －

22年３月期第１四半期  1,653  △10.6  125  △37.1  133  △32.4  75  △37.2

  
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 

23年３月期第１四半期  3,761  94  3,755  95

22年３月期第１四半期  3,361  40  3,360  85

  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 

23年３月期第１四半期  9,298  7,738  79.7  327,974  83

22年３月期  9,045  7,727  82.0  328,193  11

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,412百万円 22年３月期 7,417百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  － － － － 5,000 00  5,000  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  5,000 00 － － 5,000 00  10,000  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  4,000  －  400  －  300  －  50  －  2,212  39

通期  10,000  －  1,000  －  800  －  200  －  8,849  56



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名）                        除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基

づいております。従いまして、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ「当四半期の連結業績

等に関する定性的情報」をご覧ください。 

決算期変更に伴い本事業年度は平成22年４月１日～平成23年３月31日、前事業年度は平成21年10月１日～平成22年３

月31日となっております。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 23,800株 22年３月期 23,800株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,200株 22年３月期 1,200株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,600株 22年３月期１Ｑ 22,600株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成21年のインターネット広告市場は7,069億円（前年比1.2％増、㈱電通「2009年日本の広告費」より）と成長

を続けており、新聞広告を抜き、テレビ広告に次ぐ第２の広告媒体となるまで成長し、中でもモバイル広告は

1,031億円（前年比12.9％増、㈱電通「2009年日本の広告費」より）と、引き続き有望な市場であります。また、

広告主のインターネット広告に対する評価が定着・浸透するとともに、ソーシャルメディアの普及・拡大やスマー

トフォンなど新しいサービスや端末の登場により、広告手法の多様化が進み成長を続けております。 

このような環境の中、「モバイル広告」、「メディア」、「ソリューション」の３つをテーマに、高収益なビジ

ネスモデルをいろいろと模索して参りました。また全ての事業において「モバイル」を中心とした展開を行って参

りました。業種別のクライアントネットワークを日々全国規模で拡大させながら、参入障壁を高め、将来的に地域

ポータルサイト「e-まちタウン」に繋ぎ込めるようにサイトの改修を進めております。 

引き続きモバイル広告事業が当社グループの主な収益の柱になっており、それに加えソリューション事業が収益

の拡大に貢献しております。一方で、新規事業に関してはまだ業績に寄与していない事業もあり、それらの合算が

当第１四半期の業績結果となりました。 

当第１四半期における当社グループは、売上高は2,148百万円（前年同期比：30.0％増）、営業利益237百万円

（前年同期比：89.7％増）、経常利益233百万円（前年同期比：75.2％増）、第１四半期純利益85百万円（前年同

期比：11.9％増）となりました。 

なお、当第１四半期より、ホスティングサービスを中心とするサーバー事業をソリューション事業に含め、従来

の３区分のメディア広告事業、サーバー事業、ソリューション事業から、２区分のメディア広告事業、ソリューシ

ョン事業に変更致しました。以下に記載の事業別業績の前年同期比は、変更後のセグメント区分で組み替えた前年

同期実績をもとに算出しております。  

  

＜メディア広告事業＞ 

メディア広告事業におきましては、モバイル広告を中心とした広告販売と、地域メディアを主力とするサイト運

営をメインに事業を展開しております。 

モバイル広告事業に関しては、大手広告代理店によるモバイル広告事業への本格参入で競争が激化したものの、

人員の補強により新規クライアントの獲得は増加しております。サイト運営事業におきましては、全国316ヶ所を

数える地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」の優位性を活かしながら、e-まちタウンサイトの新サービス提供

など、粗利率の高い自社メディア強化により収益の拡大に努めて参りました。 

なお、当第１四半期におきましても、モバイルメディア広告での取扱メディア数は3,803媒体（前期末比4.9％

増）、クライアント社数につきましても2,177社（前期末比0.4％増）と、引き続き堅調に推移しております。 

以上の結果、当第１四半期におけるメディア広告事業の売上高は1,240百万円（前年同期比：4.4％減）、営業利

益は120百万円（前年同期比：348.6％増）となりました。 

  

＜ソリューション事業＞ 

当第１四半期より、子会社化した株式会社GOLUCK、メディア広告事業に属していた株式会社ORIMO、事業セグメ

ントの一つであったサーバー事業が、ソリューション事業に加わりました。 

ソリューション事業におきましては、①不動産業界やアミューズメント業界を中心とした中小企業向けの業種別

ソリューションサービス、②サイト構築、各種システム開発等のソリューションサービス、③ホスティングサービ

ス、④携帯電話を活用した法人向けソリューションサービス等の提供を行っております。 

株式会社エステートソリューションは、主に収益性の高い「窓タッチ」の販売を中心としたソリューションサー

ビスが概ね順調に推移し、株式会社ナレッジデータベースに関してもサーバホスティングとコンサルティング・受

託事業が順調に推移しております。また、株式会社GOLUCKが当社グループ傘下になってから、売上・営業利益とも

に大幅な増額となりました。 

以上の結果、当１第四半期におけるソリューション事業の売上高は940百万円（前年同期比：164.4％増）、営業

利益は172百万円（前年同期比：12.2％増）となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

（資産、負債及び純資産の状況） 

総資産は、連結子会社の増加等により前連結会計年度末比で252百万円増加し9,298百万円となりました。 

負債は、連結子会社の増加等により前連結会計年度末比で240百万円増加し1,559百万円となりました。 

純資産は、配当金の支払いにより利益剰余金の減少があったものの、四半期純利益の計上等により、前連結会

計年度末比で11百万円増加し7,738百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の収入（前年同期：247百万円の収入）となりました。これは

主に、法人税の支払による支出227百万円、税金等調整前第１四半期純利益181百万円を計上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・フローは、987百万円の支出（前年同期：17百万円の収入）となりました。これ

は主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出579百万円、投資有価証券取得による支出470百万円

等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、113百万円の支出（前年同期：103百万円の支出）となりました。これ

は配当の実施によるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね想定していた範囲内で推移しているため、平成22年５月17日に発表い

たしました業績予想の変更はございません。 

なお、業績見直し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいており

ます。これらの業績見直し等に全般的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 

  

  前連結会計年度末 
当第１四半期連結会計

期間末 
増減 

  百万円 百万円 百万円 

総資産 9,045 9,298 252 

負債 1,318 1,559  240 

純資産 7,727  7,738  11 

  前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

  百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 247 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー 17  △987 

財務活動によるキャッシュ・フロー △103  △113 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,931 3,749 



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却の算定方法 

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法人税等並びに繰延税金資産の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

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に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動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．特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

②「企業結合に関する会計基準」等の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

③表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,744,730 4,737,886

売掛金 770,920 774,014

有価証券 － 99,968

商品 3,559 3,407

繰延税金資産 47,564 26,536

その他 558,397 349,108

貸倒引当金 △12,750 △5,826

流動資産合計 5,112,422 5,985,094

固定資産   

有形固定資産 92,796 74,639

無形固定資産   

のれん 658,774 70,063

その他 295,121 232,064

無形固定資産合計 953,896 302,127

投資その他の資産   

投資有価証券 2,887,754 2,379,235

長期貸付金 55,257 167,951

破産更生債権等 40,457 39,721

繰延税金資産 39,751 16,565

その他 156,203 119,975

貸倒引当金 △40,457 △39,721

投資その他の資産合計 3,138,967 2,683,727

固定資産合計 4,185,660 3,060,495

資産合計 9,298,082 9,045,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 388,338 447,120

未払金 660,436 275,666

短期借入金 116,000 116,000

未払法人税等 90,885 195,629

未払消費税等 33,416 29,272

賞与引当金 18,293 34,181

ポイント引当金 9,179 9,315

その他 164,279 151,184

流動負債合計 1,480,829 1,258,370

固定負債   

長期借入金 60,000 60,000

繰延税金負債 17,926 －

その他 462 －

固定負債合計 78,389 60,000

負債合計 1,559,218 1,318,370



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,410,038 1,410,038

資本剰余金 1,316,890 1,316,890

利益剰余金 5,294,907 5,322,887

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,427,837 7,455,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,605 △38,652

評価・換算差額等合計 △15,605 △38,652

新株予約権 167,856 159,264

少数株主持分 158,776 150,789

純資産合計 7,738,863 7,727,218

負債純資産合計 9,298,082 9,045,589



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,653,364 2,148,883

売上原価 964,648 1,227,435

売上総利益 688,715 921,447

販売費及び一般管理費 563,305 683,605

営業利益 125,409 237,842

営業外収益   

受取利息及び配当金 7,667 2,198

負ののれん償却額 498 1,002

持分法による投資利益 2,892 －

雑収入 997 1,198

営業外収益合計 12,056 4,400

営業外費用   

支払利息 1,077 1,035

投資事業組合運用損 2,708 －

持分法による投資損失 － 6,405

雑損失 165 855

営業外費用合計 3,951 8,297

経常利益 133,514 233,945

特別利益   

賞与引当金戻入額 5,015 1,917

貸倒引当金戻入額 479 100

事業譲渡益 － 8,506

特別利益合計 5,495 10,524

特別損失   

固定資産除却損 － 45,751

和解金 － 17,637

特別損失合計 － 63,388

税金等調整前四半期純利益 139,009 181,081

法人税、住民税及び事業税 60,824 88,074

法人税等合計 60,824 88,074

少数株主損益調整前四半期純利益 78,185 93,006

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,218 7,986

四半期純利益 75,967 85,019



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 139,009 181,081

減価償却費 25,732 27,305

のれん償却額 17,376 26,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） △216 1,263

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,570 △19,355

受取利息及び受取配当金 △7,667 △2,198

支払利息 1,077 1,035

投資事業組合運用損益（△は益） 2,708 △622

持分法による投資損益（△は益） △2,892 6,405

固定資産除売却損益（△は益） － 45,751

事業譲渡損益（△は益） － △8,506

売上債権の増減額（△は増加） 185,351 157,693

仕入債務の増減額（△は減少） 31,700 △71,127

その他 24,151 △112,850

小計 402,760 231,960

利息及び配当金の受取額 7,901 2,462

法人税等の支払額 △163,087 △227,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 247,574 7,223

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 △11,363 △15,921

無形固定資産の取得による支出 △8,796 △41,423

無形固定資産の売却による収入 2,722 100

投資有価証券の取得による支出 △12,146 △470,405

投資有価証券の売却による収入 50,020 99,968

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △579,838

事業譲渡による収入 － 8,506

短期貸付けによる支出 △245,000 △50,000

短期貸付金の回収による収入 245,120 108,693

長期貸付けによる支出 － △49,000

その他 △3,530 1,941

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,027 △987,379

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △413 －

少数株主からの払込みによる収入 10,072 －

配当金の支払額 △113,000 △113,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,340 △113,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161,261 △1,093,155

現金及び現金同等物の期首残高 4,770,559 4,842,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,931,820 3,749,736



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、「メディア広告事業」、「ソリューション事業」を営んでおり、取り扱う商品やサービスに

よって、事業部別及び会社別により戦略を立案し、事業を行っております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う商品やサービス別のセグメントから構成されており、「メディア広告

事業」、「ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「メディア広告事業」は、モバイル広告を中心とした広告販売、地域情報ポータルサイト「e-まちタウン」等

のサイト運営及び付随する各種サービスの提供を主な事業としております。 

 「ソリューション事業」は、不動産業界やアミューズメント業界等の中小企業向け、サイト構築や各種システ

ム開発等及び携帯電話を活用した法人向けのソリューションサービス、ホスティングサービス等の提供を行って

おります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
メディア広告

事業 
（千円） 

サーバー
事業 

（千円） 

ソリューショ
ン事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,361,357  122,102  169,904  1,653,364  －  1,653,364

(2）

  

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,361,357  122,102  169,904  1,653,364  －  1,653,364

営業利益  23,672  78,031  79,275  180,979 (55,570)  125,409

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
メディア広告事業 ソリューション事業

売上高       

外部顧客への売上高  1,216,048  932,834  2,148,883

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 24,346  7,744  32,090

計  1,240,394  940,579  2,180,973

セグメント利益  120,441  172,901  293,342



３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

５．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社は、当第１四半期連結会計期間から、「メディア広告事業」、「ソリューション事業」の２つの報告セグメ

ントに変更いたしました。 

 前第１四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を当第１四半期連結累計期間において用いた報告セグ

メントにより区分すると次のとおりとなります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  293,342

セグメント間取引消去  22

全社費用（注）  △55,522

四半期連結損益計算書の営業利益  237,842

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
メディア広告事業 ソリューション事業

売上高       

外部顧客への売上高  1,297,652  355,711  1,653,364

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －

計  1,297,652  355,711  1,653,364

セグメント利益  26,851  154,128  180,979

（６）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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