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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） 

※平成22年３月期は決算期変更により、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、前年同四半期実績及び対前年同四
半期増減率の記載は行っておりません。 

(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 4,305 ― 498 ― 465 ― 196 ―

22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 8,712.97 8,704.59
22年3月期第2四半期 ― ―

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 9,191 7,716 80.1 325,876.63
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2四半期  7,364百万円 22年3月期  7,417百万円

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 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
23年3月期 ― 5,000.00

23年3月期 
（予想）

― 5,000.00 10,000.00

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  
※平成22年３月期は決算期変更により、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、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。 

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 10,000 ― 1,100 ― 900 ― 200 ― 8,849.56



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 
 
当社は、平成21年12月22日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を９月30日から３月31日に変更いたしました。これに伴い、前連結
会計年度は、平成21年10月１日から平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であったため、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間の
記載を省略しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  23,800株 22年3月期  23,800株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  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2Q  22,600株 22年3月期2Q  22,600株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  11

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  11

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  12



（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我が国経済は、自律的回復に向けた動きもみられるなど景気は引き続き持ち

直してきているものの、雇用の低迷により失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況で推移しました。 

一方、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）

と微増でしたが、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・拡大及びスマートフォンなど新し

いサービスや携帯機器の登場により、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、当社グループは「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、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。また、当第２四半期連結累計期

間においては、各事業について見直しを行い、現在利益の出ている事業及び将来利益の見込める事業に経営資源を

集中させるなど、「選択と集中」を実行して参りました。 

以上の結果、当社グループ平成23年３月期第２四半期連結累計期間の状況につきましては、売上高は4,305百万

円、営業利益498百万円、経常利益465百万円、四半期純利益196百万円となりました。 

事業区分別の状況については、以下のとおりであります。 

  

＜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中で、生

産性向上と営業力強化を図り、継続して新規媒体の開拓とクライアントの獲得に努めて参りました。その結果、取

扱メディア数は4,034媒体（第１四半期比6.1％増）、クライアント社数につきましても2,206社（第１四半期比

1.3％増）と堅調に推移し、引き続き当社の業績を牽引いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるメディア広告事業の売上高は2,613百万円、営業利益は271百万

円となりました。 

  

＜ソリューション事業＞ 

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

ューションの「窓タッチ（不動産物件の検索表示システム）」や、株式会社ナレッジデータベースのサーバホステ

ィング及びコンサルティングなどの課金サービスが概ね順調に推移し、また、当期４月１日に当社グループ傘下と

した株式会社GOLUCKの成果も業績に寄与しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におけるソリューション事業の売上高は1,732百万円、営業利益は318百

万円となりました。 

  

※当連結会計年度より、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。また、前連結会計年度は、決算期変更により平成21年10月１日～平成22年３月31日

までの６ヶ月間の変則決算であったため、対前年同期比較については記載しておりません。 

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 百万円増加し 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 百万円増加し 百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により、前連結会計年度末比で 百万円減少し 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、 百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益の計上 百万円、法人税の支払による支出 百万円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、 百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券取得に

よる支出 百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 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、 百万円の支出となりました。これは配当金の支払額 百万円、短

期借入金の返済による支出 百万円によるものであります。 

  

※ 前連結会計年度は、決算期変更により平成21年10月１日～平成22年３月31日までの６ヶ月間の変則決算であ

ったため、対前年同期比較については記載しておりません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想に関しましては、ソリューション事業の拡大に伴い、ソリューションサービスの課金収入

が好調に推移し、モバイル広告事業も堅調に推移していることから、連結売上高10,000百万円、連結営業利益

1,100百万円、連結経常利益900百万円、連結当期純利益200百万円と見込んでおります。 

上記の業績予想は平成22年５月17日公表値から修正しております。詳細につきましては、平成22年11月５日に

公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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２四半期連結会計

期間末 
増減 

百万円 百万円 百万円 

総資産  9,045  9,191  146

負債  1,318  1,475  157

純資産  7,727  7,716  △10

146 9,191

157 1,475

10 7,716

  当第２四半期連結累計期間 

百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー  96

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー  △199

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,493

96

420 300

1,240

698 579

199 113

86



（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 

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「持分法に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10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。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

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）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）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。 

  

④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２四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 3,488,344 4,737,886

売掛金 852,496 774,014

有価証券 － 99,968

商品 26,408 3,407

繰延税金資産 44,738 26,536

その他 586,243 349,108

貸倒引当金 △16,646 △5,826

流動資産合計 4,981,584 5,985,094

固定資産   

有形固定資産 88,427 74,639

無形固定資産   

のれん 632,689 70,063

その他 331,634 232,064

無形固定資産合計 964,324 302,127

投資その他の資産   

投資有価証券 2,855,808 2,379,235

長期貸付金 48,107 167,951

破産更生債権等 40,493 39,721

繰延税金資産 97,331 16,565

その他 159,355 119,975

貸倒引当金 △43,466 △39,721

投資その他の資産合計 3,157,631 2,683,727

固定資産合計 4,210,383 3,060,495

資産合計 9,191,968 9,045,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 436,526 447,120

未払金 549,631 275,666

短期借入金 29,100 116,000

未払法人税等 197,341 195,629

未払消費税等 33,144 29,272

賞与引当金 36,634 34,181

ポイント引当金 8,786 9,315

その他 123,446 151,184

流動負債合計 1,414,611 1,258,370

固定負債   

長期借入金 60,000 60,000

その他 796 －

固定負債合計 60,796 60,000

負債合計 1,475,407 1,318,370



（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) 

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 5,406,800 5,322,887

自己株式 △594,000 △594,000

株主資本合計 7,539,730 7,455,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △174,918 △38,652

評価・換算差額等合計 △174,918 △38,652

新株予約権 176,790 159,264

少数株主持分 174,957 150,789

純資産合計 7,716,560 7,727,218

負債純資産合計 9,191,968 9,045,589



（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）

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 4,305,230

売上原価 2,488,885

売上総利益 1,816,344

販売費及び一般管理費 1,317,555

営業利益 498,789

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,477

負ののれん償却額 2,004

雑収入 1,769

営業外収益合計 7,251

営業外費用  

支払利息 1,612

投資事業組合運用損 2,236

持分法による投資損失 31,238

貸倒引当金繰入額 2,972

雑損失 2,709

営業外費用合計 40,769

経常利益 465,271

特別利益  

賞与引当金戻入額 1,917

貸倒引当金戻入額 105

投資有価証券売却益 3,789

事業譲渡益 8,506

持分変動利益 7,705

特別利益合計 22,024

特別損失  

固定資産除却損 49,351

和解金 17,637

特別損失合計 66,988

税金等調整前四半期純利益 420,307

法人税、住民税及び事業税 199,225

法人税等合計 199,225

少数株主損益調整前四半期純利益 221,081

少数株主利益 24,168

四半期純利益 196,913



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 2,156,347

売上原価 1,261,449

売上総利益 894,897

販売費及び一般管理費 633,950

営業利益 260,946

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,278

負ののれん償却額 1,002

雑収入 570

営業外収益合計 2,851

営業外費用  

支払利息 577

投資事業組合運用損 2,236

持分法による投資損失 24,832

貸倒引当金繰入額 2,972

雑損失 1,853

営業外費用合計 32,472

経常利益 231,326

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5

投資有価証券売却益 3,789

持分変動利益 7,705

特別利益合計 11,500

特別損失  

固定資産除却損 3,599

特別損失合計 3,599

税金等調整前四半期純利益 239,226

法人税、住民税及び事業税 111,151

法人税等合計 111,151

少数株主損益調整前四半期純利益 128,074

少数株主利益 16,181

四半期純利益 111,893



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 420,307

減価償却費 51,351

のれん償却額 52,169

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,167

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,013

受取利息及び受取配当金 △3,477

支払利息 1,612

投資有価証券売却損益（△は益） △3,789

投資事業組合運用損益（△は益） 2,236

持分変動損益（△は益） △7,705

持分法による投資損益（△は益） 31,238

固定資産除売却損益（△は益） 49,351

事業譲渡損益（△は益） △8,506

売上債権の増減額（△は増加） 75,957

仕入債務の増減額（△は減少） △22,824

その他 △251,928

小計 393,146

利息及び配当金の受取額 4,268

利息の支払額 △500

法人税等の支払額 △300,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,610

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 △30,623

無形固定資産の取得による支出 △88,120

無形固定資産の売却による収入 100

投資有価証券の取得による支出 △698,581

投資有価証券の売却による収入 110,468

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 △70,000

短期貸付金の回収による収入 142,283

長期貸付けによる支出 △49,000

長期貸付金の回収による収入 10,123

その他 4,302

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240,381



（単位：千円）

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) 

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 △86,900

配当金の支払額 △113,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,343,670

現金及び現金同等物の期首残高 4,842,892

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △5,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,493,350



 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） 

  

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、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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （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  2,587,415  1,717,814  4,305,230

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 25,851  15,144  40,995

計  2,613,267  1,732,958  4,346,225

セグメント利益  271,167  318,737  589,904

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  589,904

セグメント間取引消去  44

全社費用（注）  △91,160

四半期連結損益計算書の営業利益  498,789



（追加情報） 

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。 

  

（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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