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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12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 ％

23年9月期第1四半期 2,208 22.1 80 ― 80 ― 25 ―

22年9月期第1四半期 1,808 △2.0 △3 ― △3 ― △17 ―

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9月期第1四半期 783.47 767.79
22年9月期第1四半期 △547.90 ―

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9月期第1四半期 3,081 1,674 54.4 51,551.11
22年9月期 3,020 1,649 54.6 50,778.04

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  1,674百万円 22年9月期  1,649百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％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）

（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

第2四半期 
(累計)

3,929 3.9 95 16.8 93 12.8 26 10.9 823.67

通期 8,266 5.9 289 38.4 286 32.3 112 73.3 3,473.76



(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  無  
（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が完了しております。 

※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いる業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」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 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9月期1Q 33,412株 22年9月期  33,402株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  920株 22年9月期  920株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 32,485株 22年9月期1Q 32,301株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の我が国の経済状況は、緩やかに回復傾向にあるものの、依然として雇用情勢は厳し

く、引き続き先行き不透明な状況が続いております。 

 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においては、前年同期を上回

る回復傾向が持続しており、スマートフォン、タブレット型端末などのデバイスの拡大やソーシャルメディアの普

及が急成長しており、今後の広告市場の成長が期待されます。 

 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、昨年の景気減退

から比べると回復の傾向の後押しもあり、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,208,783千円（前年同四半期比

22.1％増加）、営業利益は80,250千円（前年同四半期は営業損失3,025千円）、経常利益は80,693千円（前年同四

半期は経常損失3,072千円）、四半期純利益は25,451千円（前年同四半期は四半期純損失17,697千円）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、60,740千円増加し3,081,396千円となりま

した。これは主に、受取手形及び売掛金が79,816千円増加した一方、現金及び預金が10,500千円減少したことによ

ります。 

(負債) 

 当第１四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、35,114千円増加し1,406,397千円となりまし

た。これは主に、買掛金が108,513千円増加した一方、法人税等の納付等により未払法人税等が62,814千円減少し

たことや賞与引当金が30,688千円減少したことによります。 

(純資産) 

 当第１四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、25,626千円増加し1,674,998千円となりま

した。これは資本金が175千円増加となったことと利益剰余金が25,451千円増加したことによります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月９日に公表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 

今後、業績予想に変更が生じた場合は速やかに開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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、営業利益及び経常利益が276千円、税金等調整前四半期純利益が4,418千円それぞれ減少しており

ます。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用 

 当第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。 

 なお、この変更が損益に与える影響はありません。 

 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」の科目を表示しております。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,450,729 1,461,230

受取手形及び売掛金 1,023,980 944,164

その他 78,193 74,938

貸倒引当金 △11,010 △10,221

流動資産合計 2,541,893 2,470,111

固定資産   

有形固定資産 153,422 157,679

無形固定資産 136,724 135,659

投資その他の資産 249,355 257,205

固定資産合計 539,502 550,543

資産合計 3,081,396 3,020,655

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,081,031 972,518

短期借入金 28,992 27,000

未払法人税等 32,929 95,743

賞与引当金 42,427 73,115

ポイント引当金 145 －

その他 126,424 111,816

流動負債合計 1,311,949 1,280,193

固定負債   

長期借入金 67,758 66,500

その他 26,690 24,590

固定負債合計 94,448 91,090

負債合計 1,406,397 1,371,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 947,585 947,410

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 102,372 76,921

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 1,674,998 1,649,372

純資産合計 1,674,998 1,649,372

負債純資産合計 3,081,396 3,020,655
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（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10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,808,538 2,208,783

売上原価 1,403,486 1,716,592

売上総利益 405,051 492,191

販売費及び一般管理費 408,077 411,940

営業利益又は営業損失（△） △3,025 80,250

営業外収益   

受取利息 4 3

持分法による投資利益 － 729

その他 437 256

営業外収益合計 442 989

営業外費用   

支払利息 489 546

営業外費用合計 489 546

経常利益又は経常損失（△） △3,072 80,693

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,471 －

特別利益合計 1,471 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,142

特別損失合計 0 4,142

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,600 76,550

法人税、住民税及び事業税 632 30,727

法人税等調整額 15,464 20,372

法人税等合計 16,096 51,099

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,451

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,697 25,451
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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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