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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 2,204 9.2 △144 ― △150 ― △166 ―

22年3月期第3四半期 2,019 4.0 △85 ― △86 ― △92 ―

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3四半期 △2,534.01 ―

22年3月期第3四半期 △1,412.31 ―

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3四半期 2,004 1,659 82.7 25,276.82
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3四半期  1,658百万円 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3Q 65,601株 22年3月期  65,596株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―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3Q 65,599株 22年3月期3Q 65,484株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出関連の一部に回復の兆しが見られるものの、雇用

情勢は大変厳しく、個人消費や企業の設備も低迷を続けており、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いて

おります。 

このような状況の下、当社グループは、期首に策定した当期の運営方針通り、成長ベースのオペレーションを基

本方針として、積極的に体制の強化やサービスの拡充、開発投資を進めてまいりました。 

体制面に関しましては、平成22年10月1日に、当社の連結子会社である株式会社モバプロネット（平成22年４月

に連結子会社化）と、同じく当社の連結子会社であるネットイヤームーヴ株式会社を統合し、モバイル領域の強化

と経営の効率化をはかりました。また、ウェブサイトの制作・運用サービスの領域におきましては、当社の連結子

会社であるネットイヤークラフト株式会社が、株式会社プロトデータセンター（沖縄県宜野湾市）と業務提携し、

大規模ウェブサイトの制作・運用について、高品質で価格競争力のあるサービスを安定的に提供することが可能な

体制を構築いたしました。 

サービスの強化・拡充に関しましては、平成22年11月に、当社の連結子会社である株式会社トライバルメディア

ハウスが、株式会社サイバー・コミュニケーションズ（東京都港区）と共同でソーシャルメディアを活用したマー

ケティング支援サービス「ファンページ・スターターパック」の提供を開始いたしました。また当社におきまして

は、平成22年12月に、セールス・インチャイナ株式会社（東京都渋谷区）と業務提携し、中国EC市場への参入に関

するコンサルティングサービスを開始いたしました。 

なお、当社グループのサービスの社会貢献性を表すものとして、当社グループがウェブサイトの制作で支援させ

て頂いております「グリーンリボンキャンペーンサイト（社団法人日本臓器移植ネットワークをはじめとする関連

団体で運営）」が、平成22年12月に、社団法人日本アドバタイザーズ協会主催「第50回消費者のためになった広告

コンクール」Webサイト部門で金賞を受賞いたしましたことをご報告いたします。 

損益面につきましては、第２四半期から遅れていた大型プロジェクトが第３四半期に検収となったこともあり、

売上高は増加しましたが、売上増に伴う外注費の増加、今後の成長に向けた採用費やツール開発費の他、賞与引当

金繰入額等の増加により、減益となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、2,204百万円(前年同期比9.2%増)、営業損失144百万円（前

年同期は営業損失85百万円）、経常損失150百万円（前年同期は経常損失86百万円）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166百万円

（前年同期は四半期純損失92百万円）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３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ152百万円減少し（前期末比7.1％減）、2,004百万円とな

りました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少256百万円、現金及び預金の増加72百万円、仕掛品の増加81百

万円等によるものであります。 

当第３四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ34百万円増加（前期末比11.2％増）し、345百万円となりま

した。主な要因は、買掛金の減少120百万円、賞与引当金の増加40百万円、借入金の増加100百万円等によるもので

あります。 

当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ187百万円減少（前期末比10.1％減）し、1,659百万円とな

りました。主な要因は、四半期純損失166百万円の計上、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82.7％に低下しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四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952百万円となり、前

連結会計年度末に比べ72百万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165百万円を計上し、増加要因として、減価

償却費35百万円、のれん償却額23百万円の計上、賞与引当金繰入額40百万円、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271百万円等があったものの、減少要因として、仕掛品の増加額80百

万円、買掛金の減少額121百万円、その他流動資産の増加額31百万円等により3百万円の支出（前年同期は188百万

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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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期は21百万円の支出）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。 

  

（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、概ね当初見込みどおりに推移しており、また第４四半期に売上高、

利益が集中する傾向があることから、平成22年５月11日に公表しました業績予想に変更はございません。今後の業

績に応じて修正が生じた場合には速やかに公表することといたします。 

  

（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

子会社であった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 

イ．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から、「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2,214千円増加し、税金等調整前四半期純損失は22,366千円増加

しております。 

ロ．企業結合に関する会計基準等の適用 

当第３四半期連結会計期間から、「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）

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。   

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 952,520 880,317

受取手形及び売掛金 436,609 693,406

仕掛品 131,122 49,933

原材料及び貯蔵品 797 1,094

繰延税金資産 52,415 51,974

その他 60,541 27,908

流動資産合計 1,634,006 1,704,636

固定資産   

有形固定資産 68,244 80,562

無形固定資産   

のれん 62,665 78,332

その他 50,614 64,462

無形固定資産合計 113,280 142,795

投資その他の資産   

敷金及び保証金 188,968 211,335

その他 0 17,905

投資その他の資産合計 188,968 229,241

固定資産合計 370,493 452,598

資産合計 2,004,500 2,157,234

負債の部   

流動負債   

買掛金 98,951 219,749

1年内返済予定の長期借入金 36,663 －

未払金 55,838 47,402

未払法人税等 3,371 9,408

賞与引当金 41,531 950

受注損失引当金 6,624 156

その他 38,917 32,892

流動負債合計 281,898 310,559

固定負債   

長期借入金 63,337 －

固定負債合計 63,337 －

負債合計 345,235 310,559

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 539,863 727,410

株主資本合計 1,658,184 1,845,656

少数株主持分 1,080 1,018

純資産合計 1,659,265 1,846,675

負債純資産合計 2,004,500 2,157,234
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,019,318 2,204,953

売上原価 1,682,782 1,861,830

売上総利益 336,535 343,122

販売費及び一般管理費 421,842 487,502

営業損失（△） △85,307 △144,379

営業外収益   

受取利息 308 240

その他 392 39

営業外収益合計 700 280

営業外費用   

支払利息 － 697

支払手数料 － 1,750

持分法による投資損失 2,115 3,651

その他 0 658

営業外費用合計 2,115 6,757

経常損失（△） △86,722 △150,857

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 119 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 119 20,196

税金等調整前四半期純損失（△） △86,842 △165,307

法人税、住民税及び事業税 2,799 1,300

法人税等調整額 2,841 △441

法人税等合計 5,641 859

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △166,166

少数株主利益 － 61

四半期純損失（△） △92,483 △166,228
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 616,826 802,175

売上原価 533,964 695,911

売上総利益 82,862 106,264

販売費及び一般管理費 136,513 154,970

営業損失（△） △53,651 △48,706

営業外収益   

受取利息 52 22

その他 259 6

営業外収益合計 311 28

営業外費用   

支払利息 － 447

支払手数料 － 1,312

持分法による投資損失 2,494 －

その他 0 0

営業外費用合計 2,494 1,759

経常損失（△） △55,834 △50,437

特別損失   

固定資産除却損 106 －

特別損失合計 106 －

税金等調整前四半期純損失（△） △55,940 △50,437

法人税、住民税及び事業税 1,294 △3,448

法人税等調整額 245 743

法人税等合計 1,540 △2,704

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △47,732

少数株主損失（△） － △179

四半期純損失（△） △57,480 △47,553

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △86,842 △165,307

減価償却費 44,516 35,776

のれん償却額 15,666 23,553

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,669 40,581

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,222 6,468

固定資産除却損 119 44

受取利息及び受取配当金 △308 △240

支払利息 － 697

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） 2,115 3,651

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） 445,563 271,763

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,097 △80,891

仕入債務の増減額（△は減少） △76,236 △121,720

その他の資産の増減額（△は増加） 5,326 △31,722

その他の負債の増減額（△は減少） 24,350 7,262

小計 201,727 4,323

利息及び配当金の受取額 323 247

利息の支払額 － △848

法人税等の支払額 △13,964 △6,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,085 △3,198

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 △9,894 △4,812

無形固定資産の取得による支出 △15,704 △2,399

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 △21,101 15,115

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 △20,681 △20,992

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,831 60,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 152,152 72,202

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 856,503 952,520
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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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