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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(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 ％

23年3月期第2四半期 1,402 0.0 △95 ― △100 ― △118 ―

22年3月期第2四半期 1,402 △2.1 △31 ― △30 ― △35 ―

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2四半期 △1,809.13 ―

22年3月期第2四半期 △534.98 ―

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2四半期 2,079 1,706 82.0 26,001.71
22年3月期 2,157 1,846 85.6 28,136.73

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,705百万円 22年3月期  1,845百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 325.00 325.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 325.00 325.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,400 10.7 75 26.5 75 17.5 25 △63.7 381.12



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）1.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.平成22年4月28日に株式会社モバプロネットの株式を売買により取得したことにより、当社の子会社となったため、第1四半期連結会計期間より連結
の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。なお、連結子会社である株式会社モバプロネットとネットイヤームーヴ株式会社は平成2
2年10月１日に株式会社モバプロネットを存続会社として合併し、ネットイヤーモビー株式会社に社名変更いたしました。 

(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 

（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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続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 
平成22年5月11日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたもの
であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 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） 23年3月期2Q 65,601株 22年3月期  65,596株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 65,598株 22年3月期2Q 65,428株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復の兆しが見られた前四半期以降、欧米経済の減

速懸念や世界的な金融不安等の影響により、各種追加経済政策にも関わらず、自律性に乏しく先行きの方向性に欠

けた、予断を許さない状況となっております。 

このような状況の下、当社グループは、当社グループが提唱する「Webセントリックマーケティング」という、

PCやモバイルといったウェブ技術を全てのマーケティング活動の中核に位置づけるマーケティング手法の推進に努

めてまいりました。また本年９月からは、「grow Digital ～ビジネスの未来をデジタルで～」と題し、セミナ

ー、ウェブ、メール、Twitterなどを通して、デジタルマーケティング市場に関する情報交換、人材交流を促進す

る情報発信活動を開始いたしました。 

組織体制面に関しましては、期首に、顧客企業に対して総合的な提案を行なうためのプランニング部門の他、サ

ービスやツール開発を目的としたＲ＆Ｄ部門を設置しました。また、モバイル領域の体制強化として、モバイルコ

ンテンツの開発を主たる事業とする株式会社モバプロネットを連結子会社化いたしました。 

これらの成果としましては、株式会社イプサ（東京都港区）のデジタルメディア戦略の推進を総合的に支援、化

粧品業界では画期的なチャットカウンセリングの導入をサポートしたことや、ソーシャルメディアや自社コミュニ

ティのソーシャルな環境をモニタリングするSaaS型ソーシャルCRMアプリケーションの開発着手、またウェブサイ

トのソースコードのエラーやリンク切れなどを定期的に自動監視するSaaS型ウェブサイト自動品質チェックツール

「WebSonar」のベータ版のリリースなどがあげられます。 

業績面に関しましては、中長期的な投資を開始していること、また一部大型プロジェクトの検収が遅れているこ

とが影響し、売上高は前年同時期とほぼ同じ水準となり、利益面では減少いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,402百万円(前年同期比0.02%増)、営業損失95百万円（前

年同期は営業損失31百万円）、経常損失100百万円（前年同期は経常損失30百万円）となりました。また特別利益

として、持分法適用関連会社であった株式会社電通ネットイヤーアビーム株式の売却益５百万円を計上し、特別損

失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額20百万円を計上したこと等から、四半期純損失は118百万円

（前年同期は四半期純損失35百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し（前期末比3.6％減）、2,079百万円となり

ました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少201百万円、現金及び預金の増加69百万円、仕掛品の増加29百万

円等によるものであります。 

当第２四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ62百万円増加（前期末比20.1％増）し、372百万円となりま

した。主な要因は、買掛金の減少78百万円、賞与引当金の増加34百万円、借入金の増加100百万円等によるもので

あります。 

当第２四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円減少（前期末比7.6％減）し、1,706百万円とな

りました。主な要因は、四半期純損失118百万円の計上、前期決算に係る配当金の支払21百万円によるものであり

ます。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の85.6％から82.0％に低下しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより949百万円となり、前

連結会計年度末に比べ69百万円増加いたしました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失114百万円を計上し、増加要因として、減価

償却費23百万円、のれん償却額18百万円の計上、賞与引当金繰入額34百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影

響額20百万円の計上、また売上債権の減少額216百万円等があったものの、減少要因として、仕掛品の増加額29百

万円、買掛金の減少額79百万円、その他流動資産の増加額91百万円等により6百万円の支出（前年同期は136百万円

の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、増加要因として、投資有価証券売却による収入20百万円、新規連結子会

社が有していた貸付金の回収による収入17百万円等があり、一方減少要因として、有形無形固定資産の取得による

支出7百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15百万円等により、15百万円の収入（前年同

期は17百万円の支出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金としての借入れによる収入100百万円、配当金の支払額20百万

円等により、60百万円の収入（前年同期は14百万円の支出）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
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間の業績予想を下方修正したものの、下方修正の

主な理由が、特定大型プロジェクトの検収時期の変更であること、また現時点において当該プロジェクト以外、営

業状況を含めて概ね計画通りに進捗していることを鑑み、平成22年５月11日に発表した業績予想の修正は行いませ

ん。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（注）平成22年４月28日に株式会社モバプロネットの株式を売買により取得したことにより、当社の子会社となっ

たため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。なお、連結

子会社である株式会社モバプロネットとネットイヤームーヴ株式会社は平成22年10月１日に株式会社モバプロネッ

トを存続会社として合併し、ネットイヤーモビー株式会社に社名変更いたしました。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 固定資産の減価償却費の算定方法  

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及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、当社グループは、経営環境等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ついて前連結会計度末から大幅な変動がないと認められるため、前連結会計度末の検

討において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

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。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ1,476千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、21,628千円増

加しております。 

② ①以外の変更  

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 949,339 880,317

受取手形及び売掛金 491,865 693,406

仕掛品 79,269 49,933

原材料及び貯蔵品 853 1,094

繰延税金資産 53,159 51,974

その他 118,368 27,908

流動資産合計 1,692,855 1,704,636

固定資産   

有形固定資産 73,568 80,562

無形固定資産   

のれん 67,888 78,332

その他 55,811 64,462

無形固定資産合計 123,699 142,795

投資その他の資産   

敷金及び保証金 189,706 211,335

その他 0 17,905

投資その他の資産合計 189,706 229,241

固定資産合計 386,975 452,598

資産合計 2,079,831 2,157,234

負債の部   

流動負債   

買掛金 141,271 219,749

1年内返済予定の長期借入金 26,664 －

未払金 50,568 47,402

未払法人税等 11,489 9,408

賞与引当金 35,110 950

受注損失引当金 4 156

その他 34,387 32,892

流動負債合計 299,497 310,559

固定負債   

長期借入金 73,336 －

固定負債合計 73,336 －

負債合計 372,833 310,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 518,627 518,590

資本剰余金 599,693 599,656

利益剰余金 587,416 727,410

株主資本合計 1,705,737 1,845,656

少数株主持分 1,260 1,018

純資産合計 1,706,998 1,846,675

負債純資産合計 2,079,831 2,157,234
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,402,491 1,402,777

売上原価 1,148,817 1,165,919

売上総利益 253,673 236,858

販売費及び一般管理費 285,329 332,531

営業損失（△） △31,655 △95,673

営業外収益   

受取利息 255 218

持分法による投資利益 378 －

その他 133 33

営業外収益合計 767 251

営業外費用   

支払利息 － 250

持分法による投資損失 － 3,651

その他 0 1,095

営業外費用合計 0 4,997

経常損失（△） △30,888 △100,419

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,746

特別利益合計 － 5,746

特別損失   

固定資産除却損 13 44

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

特別損失合計 13 20,196

税金等調整前四半期純損失（△） △30,901 △114,870

法人税、住民税及び事業税 1,505 4,748

法人税等調整額 2,596 △1,184

法人税等合計 4,101 3,563

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △35,002 △118,433

少数株主利益 － 241

四半期純損失（△） △35,002 △118,675
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 810,265 853,588

売上原価 604,305 641,231

売上総利益 205,960 212,357

販売費及び一般管理費 138,297 155,735

営業利益 67,663 56,621

営業外収益   

受取利息 164 164

持分法による投資利益 2,896 －

その他 69 19

営業外収益合計 3,129 184

営業外費用   

支払利息 － 204

支払手数料 － 437

リース解約損 － 592

その他 0 1

営業外費用合計 0 1,234

経常利益 70,792 55,570

特別損失   

固定資産除却損 13 44

特別損失合計 13 44

税金等調整前四半期純利益 70,779 55,525

法人税、住民税及び事業税 752 2,936

法人税等調整額 1,034 △935

法人税等合計 1,786 2,000

少数株主損益調整前四半期純利益 68,992 53,525

少数株主利益 － 759

四半期純利益 68,992 52,765
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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損失（△） △30,901 △114,870

減価償却費 29,462 23,883

のれん償却額 10,444 18,331

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,169 34,160

受注損失引当金の増減額（△は減少） 398 △152

固定資産除却損 13 44

受取利息及び受取配当金 △255 △218

支払利息 － 250

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,746

持分法による投資損益（△は益） △621 3,651

その他の損益（△は益） － 592

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,151

売上債権の増減額（△は増加） 311,497 216,508

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,161 △29,094

仕入債務の増減額（△は減少） △97,093 △79,400

その他の資産の増減額（△は増加） 4,655 △91,085

その他の負債の増減額（△は減少） 4,427 △456

小計 144,697 △3,450

利息及び配当金の受取額 270 225

利息の支払額 － △391

法人税等の支払額 △8,062 △3,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,905 △6,625

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △8,824 △4,806

無形固定資産の取得による支出 △13,032 △2,199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △15,580

敷金及び保証金の回収による収入 4,497 670

貸付金の回収による収入 － 17,829

その他 － △592

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,360 15,321

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 － △18,797

株式の発行による収入 5,850 75

配当金の支払額 △20,570 △20,952

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,720 60,325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 104,824 69,021

現金及び現金同等物の期首残高 704,351 880,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 809,175 949,339
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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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