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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 3,002 38.4 466 17.2 472 17.4 232 7.1
21年12月期 2,169 36.2 398 30.2 402 25.1 216 11.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 57.95 57.37 17.1 25.4 15.6
21年12月期 54.21 ― 20.0 28.1 18.4
（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 2,052 1,557 74.2 372.23
21年12月期 1,671 1,223 70.9 296.80
（参考） 自己資本   22年12月期  1,523百万円 21年12月期  1,185百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 279 △223 1 427
21年12月期 313 △330 72 370

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― ― ― 7.00 7.00 27 12.9 2.6
22年12月期 ― ― ― 8.00 8.00 32 13.8 2.4
23年12月期 

（予想） ― ― ― 9.00 9.00 12.2

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間 1,593 20.7 200 △3.4 202 △5.6 103 13.1 25.16

通期 3,652 21.6 572 22.6 573 21.3 302 30.2 73.73



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年12月期 4,108,601株 21年12月期 3,999,200株
② 期末自己株式数 22年12月期  15,800株 21年12月期  5,200株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 1,961 20.6 401 18.7 407 18.3 219 11.9
21年12月期 1,626 3.6 338 50.0 344 38.2 196 △31.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年12月期 54.75 54.21
21年12月期 49.04 ―

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

22年12月期 2,016 1,527 75.8 373.33
21年12月期 1,515 1,202 79.4 301.14
（参考） 自己資本 22年12月期  1,527百万円 21年12月期  1,202百万円

2.  23年12月期の個別業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間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 
累計期間 1,110 28.6 174 △2.6 177 △4.7 102 13.9 25.08

通期 2,533 29.2 501 24.9 503 23.7 292 33.3 71.30



①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業の景況感は改善しているものの、不安定な国際金融情勢

と急激な円高による景気悪化の懸念により、先行き不透明な状況が続いており、中小企業を中心に設備

投資の抑制や厳しい雇用情勢が依然として続いています。  

 当社グループが属するインターネット市場は、利用人口こそ飽和状態を迎え、増加に鈍化がみられま

すが、ブロードバンド回線の高品質化や携帯電話を使った高速通信等、インターネットを取り巻く環境

は日々変化しております。特に、自前でシステムを構築することなく、低いコストで高いセキュリティ

を実現できるクラウドコンピューティングは、平成21年に1,406億円であった市場規模が、平成23年に

は3,057億円、平成27年には7,438億円に達するものと予測されております。(「クラウドコンピューテ

ィング市場に関する調査結果 2009」 矢野経済研究所） 

 このような状況のもと、当社グループにおいては、昨年整備、強化を進めたセールスパートナー制度

が軌道に乗るとともに、クラウドコンピューティングへの注目の高まりを受け、主力サービスSynergy!

を、大手、中小企業を問わず、様々な業種業態の企業に対して営業活動を展開しました。その結果、主

力サービスSynergy!等の有効アカウント数が、平成21年12月末の1,371件から438件増加し、平成22年12

月末では1,809件と順調に増加しました。  

 一方で、今後のクラウドコンピューティングに対する急激な需要の拡大は、当社グループにとって大

きなビジネスチャンスとの認識のもと、多様な販路開拓や営業体制の充実、強化、また開発面において

も、急速に変化する市場環境、顧客ニーズに迅速に対応するため開発体制の整備、強化を推し進めるべ

く、来期以降に予定していました人材の採用を当連結会計年度に積極的に行ないました。このため、当

連結会計年度では、特に採用費や研修費等を中心に販売費及び一般管理費が増加しました。加えて、来

期に計画していました本社移転を当連結会計年度末に前倒しして実施したことにより、事務所等移転費

用を特別損失として計上しております。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,002,663千円（前連結会計年度2,169,047千円、前年同期比

38.4％増）、営業利益は466,965千円（前連結会計年度398,299千円、前年同期比17.2％増）、経常利益

は472,966千円（前連結会計年度402,770千円、前年同期比17.4％増）となり、当期純利益は232,143千

円（前連結会計年度216,766千円、前年同期比7.1％増）となりました。  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。  

（イ） クラウドサービス事業 

 クラウドサービス事業は、昨今のクラウドサービスに対する関心の高まりを背景に、主力サービス

Synergy!の低コストで導入可能な利点を訴求し、企業の経費削減のニーズを取り込んだ営業活動を展開

し、新たな顧客の開拓に努めました。  

 以上の結果、売上高は1,061,926千円、営業利益は394,196千円となりました。  

（ロ） エージェント事業 

 エージェント事業は、当社クラウドサービスを利用している既存顧客に対して、システム開発やメー

ル配信代行、広告代理等の受託業務の提案を行っており、売上高は859,911千円、営業利益は7,584千円

となりました。 

（ハ） eホールセール事業 

 eホールセール事業は、連結子会社である株式会社ビーネットがＥＣショップ向けに商品の卸売りを

行う事業であり、売上高は1,080,826千円、営業利益は64,042千円となりました。  

  なお、当社グループは、当連結会計年度から事業の種類別のセグメント名称を変更しており、変更後

のセグメント名称により記載しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

当社グループが属するクラウドコンピューティングの市場については、「①当連結会計年度の経営成

績」にも記載のとおり、市場規模の拡大が予測されております。 

このような状況において、当社グループはセールスフォース・ドットコム・インクとの業務・資本提

携に象徴されるように、クラウドコンピューティング市場CRM分野におけるリーディングカンパニーと

なるべく、事業を展開しております。 

次期について、クラウドサービス売上高を中心に引き続き堅調に伸長するものの、中期経営計画達成

に向け今期下半期に増加させました人員の人件費増加を主要因として、次期第２四半期累計期間におき

ましては、営業利益、経常利益が当第２四半期累計期間の実績とほぼ同額となることをを見込んでおり

ます。しかしながら、次期の通期業績におきましては、下半期のストック型ビジネスであるクラウドサ

ービス事業の売上の増加に伴い、営業利益、経常利益ともに伸長することを見込んでおります。 

以上により、次期の連結業績見通しについては、売上高3,652百万円（当連結会計年度比21.6％

増）、営業利益572百万円（当連結会計年度比22.6％増）、経常利益573百万円（当連結会計年度比

21.3％増）、当期純利益302百万円（当連結会計年度比30.2％増）を予定しております。 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて136,305千円増加し、899,278千円となりました。これは、現

金及び預金が96,959千円、受取手形及び売掛金が72,288千円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて244,171千円増加し、1,152,894千円となりました。これは、

株式の時価上昇により投資有価証券が126,624千円、本社移転に伴って差入保証金が60,148千円増加し

たことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて380,476千円増加し、2,052,172千円となりました。

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて65,806千円増加し、453,917千円となりました。これは、本

社移転に伴う費用等により未払金が69,291千円増加したことなどによります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて19,670千円減少し、40,329千円となりました。これは、長期

借入金が32,000千円減少したことなどによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて46,136千円増加し、494,247千円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて334,340千円増加し、1,557,925千円となりました。これ

は、第三者割当増資の実施により資本金が32,000千円、資本剰余金が31,999千円増加したこと及び、利

益剰余金が204,185千円増加したことによります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て56,959千円増加し、427,628千円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、277,242千円の収入となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益441,029千円、減価償却費67,358千円を計上したものの、法人税等の支払額226,439千

円などの支出によるものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、221,539千円の支出となりました。これは主に、商品開発

の強化などによる無形固定資産の取得による支出111,255千円、有形固定資産の取得による支出

30,599千円、差入保証金の差入による支出60,207千円によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,256千円の収入となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出32,000千円、配当金の支払による支出24,511千円があったものの、株式の発行によ

る収入63,204千円があったためであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

１．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２．平成18年12月期については、非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

４．平成20年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債がないため記載してお

りません。 

５．インタレスト・カバレッジ・レシオは、上記いずれの期においても利払いが極めて小額のため、記載し

ておりません。 

  

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重視しており、漸次配当性向を適正な水準に引き上

げるべきと認識していますが、一方で、継続的な事業拡大には、内部留保の充実も必要と考えておりま

す。 従いまして、利益配当は、事業の進捗状況と財務の安全性に応じて行なうことを基本方針として

おります。 

 上記の基本方針に基づき、当期の配当は期末配当として１株当たり８円を予定しております。 

今後におきましても、上記基本方針に鑑み、利益配当を行っていく方針であります。 

  

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる

可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を

記載しております。 

  

① 当社グループの事業を取り巻く環境について  

  当社グループは、インターネット関連事業を主たる事業対象としているため、インターネットの更な

る普及が成長のための基本的な条件でありますが、インターネットの歴史はまだ浅く、その将来性は未

だ不透明な部分があります。インターネットの普及に伴う弊害の発生やインターネットの利用に関する

新たな規制の導入、その他予期せざる要因により、今後、インターネット利用者の増加が見られない場

合、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率 79.0 80.8 82.4 70.9 74.2

時価ベースの自己資本比率 － 476.2 120.2 119.5 1,302.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

18.7 4.3 － 29.3 21.64

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － － －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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② 競合について  

 当社グループが展開しているクラウドサービス事業では、競合企業が存在しております。当社グルー

プは、早期の事業参入による先行者メリットを活かしながら、ユーザニーズに合致することを目指した

商品及びサービスの開発を行っております。   

 しかしながら、既存事業者との競争の激化や、新たな参入事業者の登場により競争が激化した場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、CRM関連の事業でも、市場の拡大に伴い競争力のある新規参入企業の出現が考えられるところ

であります。当社グループは、開発体制や営業体制等の更なる強化に努める方針ですが、既存の競合企

業及び競争力のある新規企業の参入等により、当社グループの優位性が薄れた場合、当社グループの信

用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

③ 技術革新による影響について  

 当社グループの主力サービスであるSynergy!は新技術の積極的な投入を行い、適時にユーザニーズを

取り入れた独自のサービスを構築していく方針ではありますが、技術革新等への対応が遅れた場合や予

想外に研究開発費等の費用が発生した場合、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

④ システム構築の受託開発について  

 当社グループは、生産管理部門を強化し、プロジェクトの工程管理と品質管理には万全を尽くしてお

りますが、当初予定の見積り金額からの乖離や開発段階におけるプロジェクト管理等の問題によって、

想定を超える原価が発生した場合や納期遅延に伴う損害賠償が発生した場合、当社グループの信用、財

政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑤ 法的規制について  

 インターネットに関連する規則として電気通信事業法があり、当社は、平成12年11月に、第二種通信

事業者として郵政大臣（当時）に届出を行っております（平成15年の電気通信事業法改正により、電気

通信事業法第16条第１項の規定による届出をした電気通信事業者となっております。(届出番号E-12-

1633)）。この法律により、現時点においては、クラウド事業を継続していくうえで実質的に制約を受

けている事項はありませんが、インターネットに関連する法的規制が未整備であることは各方面から指

摘されており、国内においては法整備等が進む可能性があります。また、インターネットは国内のみな

らず、国境を越えたネットワークであり、海外諸国の法的規制による影響を受ける可能性があることか

ら、将来的に当社グループの事業分野においても何らかの法的規制を受ける可能性があります。 

  

⑥ 事業の拡大に伴う経営管理体制の確立について  

 当社グループは、業容の拡大及び従業員の増加に併せて内部管理体制の整備を進めており、今後も内

部管理体制の一層の充実を図る予定ですが、従業員数の増加に対して、組織体制の構築が順調に進まな

かった場合、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 人材の確保・維持について  

 今後の事業拡大に伴い、積極的に優秀な人材を採用し、社内教育を行うとともに、特定の人材に過度

に依存しない体制の構築や、業務拡大を想定した人材の増強、管理部門の一層の充実を図る予定です

が、現在在職している人材が一斉に流出するような場合や当社グループの求める人材が確保できない場

合、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、適切な人材を確保できたとしても、人材の増強や教育等に伴い、固定費の増加や損益分岐点の

上昇を余儀なくされる可能性があり、その場合にも、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を

及ぼす可能性があります。  
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⑧ 特定の人物への依存について  

 当社代表取締役社長である谷井等は、当社の設立者であるとともに、大株主であり、経営方針や事業

戦略の決定において重要な役割を果たしております。このため、当社は、谷井等に過度に依存しない体

制を作るために、取締役会における役員間の相互の情報共有や経営組織の強化を図っております。しか

しながら、何らかの理由により谷井等が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社グループ

の信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 設備及びネットワークの安全性について  

 当社グループのクラウド事業を支えるサーバは、当社グループが契約する保管施設に設置し、複数の

サーバによる負荷の分散、定期的なバックアップの実施等を図り、システム障害を未然に防ぐべく取り

組みを行っています。更に、障害が発生した場合に備え、リアルタイムでのアクセスログチェック機能

やソフトウエア障害を即時にスタッフに通知する仕組みを整備しており、また、障害が発生したことを

想定した復旧テストも実施しております。  

 しかしながら、上記の取り組みにも関わらず、火災、地震などの自然災害や外的破損、人的ミスによ

るシステム障害等、その他予期せぬ事象の発生により、万一、当社グループの設備及びネットワークの

利用に支障が生じた場合には、サービスの停止を余儀なくされることとなり、当社グループの信用、財

政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑩ システム不具合について  

 一般的に、高度なソフトウェアでは不具合の発生を完全に解消することは不可能であると言われてお

り、当社グループのアプリケーション・ソフトウェアやシステムにおいても、各種不具合が発生する可

能性があります。  

 今後も信頼度の高い開発体制を構築して参りますが、当社グループのサービスに運用上支障をきたす

致命的な不具合が発見され、その不具合を適切に解決できない場合、当社グループの信用、財政状態又

は業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑪ システムインフラ等への投資について  

 当社グループのクラウド事業は、利用者の拡大に応じて、システムインフラ等への投資を計画してお

りますが、当社グループの想定を超える急激なアカウント数・アクセス数の増加や、インターネットの

技術の急速な進歩に伴い、予定していないソフトウェアへの投資が必要となった場合、投資の時期、内

容、規模について変更せざるを得なくなる可能性があります。このような可能性が現実のものとなった

場合、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑫ 当社グループのサービス利用における不当な表示について  

 メール配信アプリケーション・ソフトウェアSynergy!POEMにおいては、クライアントが作成・配信す

る電子メールの表示について、通信目的以外の情報の配信を禁止する旨を利用規約に定めております

が、クライアントが利用規約に反し、不当なメール配信を行った場合、当社グループの社会的信用が低

下する可能性があるほか、クライアントと第三者の紛争に当社グループが巻き込まれ、当社グループの

信用、財政状態又は業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑬ 情報の保護について  

 当社グループの主力サービスであるSynergy!は、メンテナンス等のために必要なデータベースへの

低限のアクセスや、電子メールの配信代行業務において、当社グループが、クライアントからクライア

ントが保有している個人情報を一時的に預かることがあります。その際には、業務委託契約を締結し、

情報管理責任者より権限を渡された担当者のみがアクセスを行っております。  

 また、当社グループは個人情報の取り扱いに関する重要性を十分に認識し、個人情報保護規程を整備

しており、この規程に準拠した行動指針やガイドラインを制定するとともに、日々の社員教育を通じて

個人情報管理の徹底を図っております。  

 しかし、自然災害や事故、当社グループ社員の過誤、不正アクセスやコンピューターウイルスなどの

要因によって顧客情報の漏洩・破壊等が発生した場合、クライアント企業ないしは情報主体の当社グル

ープに対する損害賠償請求等の可能性があるとともに、当社グループの信用、財政状態又は業績に影響

を及ぼす可能性があります。  

  

⑭ 知的財産権の侵害等について  

 当社グループでは、当社グループのサービス又は商品等について、知的財産権の侵害や特許の調査等

を、特許事務所を通じて行っております。  

 しかしながら、当社グループのサービス又は商品等について第三者から知的財産権侵害を理由とする

損害賠償請求や差止請求を受ける可能性は否定できず、その場合、当社グループの信用、財政状態又は

業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

 該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当連結会計年度末において、当社（シナジーマーケティング株式会社）、連結子会社

（株式会社ビーネット）から構成されており、クラウド事業、エージェント事業、eホールセール事業を

主な事業として営んでおります。 

(1)クラウドサービス事業 

当事業では、当社が、企業等が保有する顧客情報資産の管理・運用やBPOを実現するためのアプリケー

ション・ソフトウェアであるSynergy!をクラウド方式にて提供しております。Synergy!のように、クラウ

ド方式によりソフトウェアをインターネット経由で利用するサービスは、近年では「SaaS」(Software as

a Service）と呼ばれています。 

SaaSは、企業が個別にシステム構築をするのではなく、同じソフトウェアをインターネット経由で共同

利用することにより、大規模な設備投資が不要になるとともに、導入コスト・導入期間を節約することが

可能となることから、政府においても、企業の生産性向上への活用や、中小企業のIT利用を促進する方策

の１つとして注目されている分野です。 

Synergy!は、顧客情報資産を一元管理するアプリケーション・ソフトウェア（Synergy! BASIC）、顧客

へのメールマーケティングを行うためのアプリケーション・ソフトウェア（Synergy! POEM）、インター

ネットを利用したアンケートを実施するためのアプリケーション・ソフトウェア（Synergy! WISH）、顧

客からの問い合わせやクレーム等を管理するためのアプリケーション・ソフトウェア（Synergy!HEAR）、

携帯電話で閲覧することが可能なWebサイトを構築するためのアプリケーション・ソフトウェア

（Synergy! MOVE）、顧客情報を基に、バリアブル（可変）印刷で１枚ごとに異なるデータを差し入れた

ダイレクトメールを作成するためのアプリケーション・ソフトウェア（Synergy!POST）といった各種アプ

リケーション・ソフトウェアから成り立っており、当社グループは、このような様々なアプリケーショ

ン・ソフトウェアをSaaSとして提供することを通じて、わが国企業の生産性向上や業務効率改善に貢献し

てまいります。 

(2)エージェント事業 

当事業では、当社が、CRM関連の受託業務、コンサルティング業務、広告代理業務及び情報システム開

発業務を行っております。 

CRM関連の受託業務については、メール配信代行、インターネットを利用した販促キャンペーンの事務

局代行、アンケートの設計から回収・分析の代行等、当社が蓄積している顧客データ管理ノウハウを活用

して、顧客との円滑な関係構築を目指すクライアントを支援する業務を展開しております。 

情報システム開発に当たっては、プロジェクトの立ち上げ・企画の段階から、クライアントとのヒアリ

ング・ミーティングを行い、課題やニーズを共有したうえで提案を行い、システム開発、ハードウェアの

セットアップ、システム利用に関するレクチャー、運用や保守の支援、さらに新たな提案へと一貫したサ

ービスの提供を行っております。 

(3)eホールセール事業 

当事業では、連結子会社の株式会社ビーネットが、EC ショップ向け商品供給から配送までの代行サー

ビスを通じ、商品供給元と一般消費者をインターネットを媒体にして直結させる物流 適化サービスを提

供しております。 

  

2. 企業集団の状況
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[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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① 適組織の追及 

当社の事業およびサービスが多様化する中で、それぞれの意思決定を迅速かつ明確にすることを目的

に事業部制への移行を検討します。また、新たな取り組みの推進力向上を目的として、今後新たに生ま

れる事業ないしはサービス単位で、積極的に独立部門の設置を検討します。 

②人材育成の強化 

当社の持続的成長のためには、個人の能力および努力に依存するのではなく、組織的に人材を育成

し、活躍を促すことが重要であると考えております。具体的には、人材開発室を新たに設置し、特にミ

ドルマネジメント層のマネジメント意識並びにスキルの強化を 重要視しマルチプレーヤー人材・プロ

フェッショナル人材の育成のためのフレームの開発とプログラムの実行を行います。 

利益価値及び企業価値の増大を目的とし、１株当たり当期純利益を重要経営指標と定め、その向上を

目指しております。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

(2) 目標とする経営指標
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 370,668 467,628

受取手形及び売掛金 284,531 356,820

有価証券 49,045 －

商品及び製品 7,724 12,966

仕掛品 6,286 6,441

繰延税金資産 12,517 17,721

前払費用 27,821 36,736

その他 7,893 2,562

貸倒引当金 △3,514 △1,598

流動資産合計 762,972 899,278

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,371 64,265

減価償却累計額 △9,946 △4,839

建物及び構築物（純額） 23,424 59,425

工具、器具及び備品 104,206 142,709

減価償却累計額 △69,048 △85,839

工具、器具及び備品（純額） 35,157 56,870

有形固定資産合計 58,582 116,296

無形固定資産   

のれん 243,454 201,858

ソフトウエア 86,823 93,981

ソフトウエア仮勘定 － 76,034

その他 8,397 29

無形固定資産合計 338,675 371,904

投資その他の資産   

投資有価証券 425,039 551,663

従業員に対する長期貸付金 676 －

繰延税金資産 31,579 －

差入保証金 50,222 110,430

その他 6,626 6,314

貸倒引当金 △2,679 △3,715

投資その他の資産合計 511,464 664,693

固定資産合計 908,722 1,152,894

資産合計 1,671,695 2,052,172
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 88,233 85,636

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000

未払金 85,496 154,788

未払法人税等 131,373 114,848

未払消費税等 21,310 18,493

預り金 18,846 17,037

その他 10,850 31,113

流動負債合計 388,110 453,917

固定負債   

長期借入金 60,000 28,000

繰延税金負債 － 12,329

固定負債合計 60,000 40,329

負債合計 448,110 494,247

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,300 365,300

資本剰余金 235,300 267,428

利益剰余金 659,980 864,165

自己株式 △2,735 △8,240

株主資本合計 1,225,845 1,488,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,424 34,790

評価・換算差額等合計 △40,424 34,790

少数株主持分 38,163 34,480

純資産合計 1,223,585 1,557,925

負債純資産合計 1,671,695 2,052,172

シナジーマーケティング㈱(3859)平成22年12月期決算短信

11



(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,169,047 3,002,663

売上原価 1,019,928 1,579,003

売上総利益 1,149,118 1,423,660

販売費及び一般管理費 750,819 956,694

営業利益 398,299 466,965

営業外収益   

受取利息 790 1,142

受取配当金 4,748 6,595

その他 1,092 489

営業外収益合計 6,631 8,227

営業外費用   

支払利息 1,097 1,371

有価証券評価損 955 －

株式交付費 － 795

自己株式取得費用 28 59

その他 79 －

営業外費用合計 2,161 2,226

経常利益 402,770 472,966

特別利益   

事業譲渡益 － 3,200

投資有価証券償還益 － 955

保険解約返戻金 4,308 －

特別利益合計 4,308 4,155

特別損失   

固定資産除却損 2,451 －

事務所等移転費用 4,218 36,092

投資有価証券評価損 2,399 －

特別損失合計 9,069 36,092

税金等調整前当期純利益 398,009 441,029

法人税、住民税及び事業税 174,222 210,591

法人税等調整額 △1,754 △12,703

法人税等合計 172,467 197,888

少数株主利益 8,774 10,998

当期純利益 216,766 232,143
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 333,300 333,300

当期変動額   

新株の発行 － 32,000

当期変動額合計 － 32,000

当期末残高 333,300 365,300

資本剰余金   

前期末残高 235,300 235,300

当期変動額   

新株の発行 － 31,999

自己株式の処分 － 129

当期変動額合計 － 32,128

当期末残高 235,300 267,428

利益剰余金   

前期末残高 515,852 659,980

当期変動額   

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 216,766 232,143

連結範囲の変動 △9,775 －

自己株式の消却 △43,426 －

当期変動額合計 144,128 204,185

当期末残高 659,980 864,165

自己株式   

前期末残高 △43,426 △2,735

当期変動額   

自己株式の取得 △2,735 △5,714

自己株式の消却 43,426 －

自己株式の処分 － 208

当期変動額合計 40,691 △5,505

当期末残高 △2,735 △8,240

株主資本合計   

前期末残高 1,041,025 1,225,845

当期変動額   

新株の発行 － 63,999

自己株式の処分 － 338

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 216,766 232,143

連結範囲の変動 △9,775 －

自己株式の消却 － －
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

自己株式の取得 △2,735 △5,714

当期変動額合計 184,819 262,808

当期末残高 1,225,845 1,488,653

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △55,623 △40,424

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,199 75,214

当期変動額合計 15,199 75,214

当期末残高 △40,424 34,790

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △55,623 △40,424

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,199 75,214

当期変動額合計 15,199 75,214

当期末残高 △40,424 34,790

少数株主持分   

前期末残高 － 38,163

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,163 △3,682

当期変動額合計 38,163 △3,682

当期末残高 38,163 34,480

純資産合計   

前期末残高 985,402 1,223,585

当期変動額   

新株の発行 － 63,999

自己株式の処分 － 338

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 216,766 232,143

連結範囲の変動 △9,775 －

自己株式の取得 △2,735 △5,714

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53,363 71,531

当期変動額合計 238,183 334,340

当期末残高 1,223,585 1,557,925
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１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   

税金等調整前当期純利益 398,009 441,029

減価償却費 59,597 67,358

のれん償却額 32,322 58,415

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,235 △880

受取利息及び受取配当金 △5,538 △7,737

支払利息 1,097 1,371

有価証券評価損益（△は益） 955 －

投資有価証券償還損益（△は益） － △955

株式交付費 － 795

自己株式取得手数料 28 59

投資有価証券評価損益（△は益） 2,399 －

事業譲渡益 － △3,200

売上債権の増減額（△は増加） △61,198 △72,288

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,480 △5,397

前払費用の増減額（△は増加） △2,072 △9,011

仕入債務の増減額（△は減少） 9,214 △2,597

未払金の増減額（△は減少） △9,140 3,808

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,982 △2,867

預り金の増減額（△は減少） 5,748 △5,027

前受収益の増減額（△は減少） 1,535 7,829

その他 7,508 26,515

小計 449,732 497,219

利息及び配当金の受取額 5,538 7,737

利息の支払額 △1,366 △1,275

法人税等の支払額 △140,133 △226,439

営業活動によるキャッシュ・フロー 313,772 277,242

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △40,000

有価証券の取得による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △31,334 △30,599

無形固定資産の取得による支出 △54,116 △111,255

投資有価証券の取得による支出 △5,010 －

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

事業譲渡による収入 － 2,200

長期前払費用の取得による支出 △3,623 △1,176

従業員に対する貸付けによる支出 △1,000 △600

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 1,600

差入保証金の差入による支出 △24,830 △60,207
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

差入保証金の回収による収入 24,132 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△187,269 －

子会社株式の取得による支出 － △31,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,052 △221,539

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △300,000 －

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 △8,000 △32,000

株式の発行による収入 － 63,204

ストックオプションの行使による収入 － 338

自己株式の取得による支出 △2,763 △5,773

配当金の支払額 △16,431 △24,511

財務活動によるキャッシュ・フロー 72,804 1,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,524 56,959

現金及び現金同等物の期首残高 325,840 370,668

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △11,696 －

現金及び現金同等物の期末残高 370,668 427,628
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  １社 （1）連結子会社の数  １社

連結子会社の名称 連結子会社の名称

㈱ビーネット ㈱ビーネット

 当連結会計年度より、㈱ビーネッ
トの発行済株式の80％を取得したた
め同社を連結の範囲に含めておりま
す。なお、当連結会計年度より、連
結子会社でありましたグローブコミ
ュニケーション㈱の重要性が乏しく
なったため、連結の範囲から除外し
ております。

（2）非連結子会社の数  ２社 （2）非連結子会社の数  ２社

非連結子会社の名称 非連結子会社の名称

グローブコミュニケーション㈱ グローブコミュニケーション㈱

㈱ブライツ ㈱ブライツ

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は小規模であり、総
資産、売上高、純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、連結財務諸表等に重要
な影響を及ぼしていないためであり
ます。

同 左

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社の名称
グローブコミュニケーション㈱
㈱ブライツ
（持分法を適用していない理由）
 持分法非適用会社は、それぞれ当
期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法の適用
から除外しております。

同 左

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項

 連結子会社の事業年度の末日は、連結
決算日と一致しております。

同 左

４ 会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準
及び評価方法

①有価証券 ①有価証券

イ 満期保有目的の債券 イ 満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）を採用して
おります。

同 左

ロ その他有価証券 ロ その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定）を採用しております。

同 左

時価のないもの 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用し
ております。

同 左

②デリバティブ取引により生ずる債権及び
債務

②デリバティブ取引により生ずる債権及び
債務

  時価法を採用しております。 同 左

③たな卸資産 ③たな卸資産

 イ 商品及び製品 イ 商品及び製品

 先入先出法に基づく原価法（収益
性の低下による簿価切下げの方法）
を採用しております。

同 左
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前連結会計年度
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

ロ 仕掛品 ロ 仕掛品

 個別法に基づく原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）を採
用しております。

（会計方針の変更）
 当連結会計年度より、「棚卸資産の評
価に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 企業会計基準第９号 平成18年７
月５日）を適用し、評価基準については
原価法から原価法（収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）に変更しておりま
す。 これによる損益に与える影響はあり
ません。

個別法に基づく原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）を採
用しております。

（2）重要な減価償却資産の
減価償却方法

①有形固定資産 ①有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得したもの
 法人税法に規定する旧定率法によっ
ております。 
  
平成19年４月１日以降に取得したもの 
 法人税法に規定する定率法によって
おります。なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
 建物及び構築物   ８～15年 
 工具、器具及び備品 ４～８年

平成19年３月31日以前に取得したもの
 法人税法に規定する旧定率法によっ
ております。 
  
平成19年４月１日以降に取得したもの 
 法人税法に規定する定率法によって
おります。なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
 建物及び構築物   ８～15年 
 工具、器具及び備品 ４～15年

②無形固定資産 ②無形固定資産

 定額法によっております。なお、自
社利用ソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（５年）に基づ
いております。

同 左

（3）重要な繰延資産の償却
方法

株式交付費 株式交付費

 ―――― 支出時に全額費用として処理しており
ます。

（4）重要な引当金の計上基
準

貸倒引当金 貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

同 左

（5）その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。

同 左

５ 連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用しており
ます。

同 左

６ のれん及び負ののれんの償
却に関する事項

 のれんの償却については、５年間の均
等償却を行っております。

同 左

７ 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、且つ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。

同 左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

―――――

（リース取引に関する会計基準等）

（工事契約に関する会計基準の適用）

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につ

いては、従来、検収基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19

年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会

計年度に着手した受注契約から、当連結会計年度末ま

での進捗部分について成果の確実性が認められる受注

契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の受注契約については検収

基準を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。

―――――

 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成５年

６月17日 終改正平成19年３月30日）及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

企業会計基準適用指針第16号 平成６年１月18日 終

改正平成19年３月30日）を適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更しております。  

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。  

 なお、リース取引開始日もしくは契約締結日が適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。 
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前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要なサービス 

（1）ASP事業 ・・・・・・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メールマー

ケティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等 

（2）Agent事業・・・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等 

（3）eホールセール事業・・・・ECショップ向け商品卸売等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,037,605千円であり、その主なものは余剰運

用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれています。 

５ 事業区分の変更並びに追加 

 これまでのCRM関連の委託業務、コンサルティング業務、広告代理店業務に加え、クライアントのCRM戦略

の立案から実行まで深く関わり、クライアントにとって 適なソリューションを提供するために、当連結会

計年度より、アプリケーション、ソフトウェアのカスタマイズや専用のシステムの構築を行うSI事業を

Agent事業に統合しました。 

 また、当連結会計年度より㈱ビーネットが連結子会社となったため、同社が行う「eホールセール事業」

を新たに追加しております。 

  

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

（連結貸借対照表関係）  

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」は、全て「仕掛品」であります。

―――――

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ASP事業 
(千円)

Agent事業
(千円)

eホール
セール事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 872,504 754,045 542,498 2,169,047 - 2,169,047

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 300 - 300 (300) -

計 872,504 754,345 542,498 2,169,347 (300) 2,169,047

営業費用 596,336 677,612 498,298 1,772,248 (1,500) 1,770,748

営業利益 276,167 76,732 44,199 397,099 1,200 398,299

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 295,164 182,316 326,898 804,380 867,315 1,671,695

減価償却費 65,841 10,478 27,189 103,509 (11,590) 91,919

資本的支出 51,241 3,381 - 54,623 34,451 89,075
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当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要なサービス 

（1）クラウドサービス事業・・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メール

マーケティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等 

（2）エージェント事業・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等 

（3）eホールセール事業・・・・・・ECショップ向け商品卸売等 

事業の種類別セグメント名称の変更 

 当連結会計年度より、「ASP事業」を「クラウドサービス事業」、「Agent事業」を「エージェント

事業」へとセグメント名称を変更しております。なお、変更は名称のみでありますので、これによる

事業の種類別セグメント情報の損益等に与える影響はありません。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,337,854千円であり、その主なものは余剰運

用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれています。 

  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

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

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

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

  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

クラウド 
サービス 
事業 
(千円)

エージェント
事業 
(千円)

eホール
セール事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,061,926 859,911 1,080,826 3,002,663 3,002,663

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 39,939 - 39,939 (39,939) -

計 1,061,926 899,850 1,080,826 3,042,603 (39,939) 3,002,663

営業費用 667,729 892,266 1,016,783 2,576,779 (41,081) 2,535,697

営業利益 394,196 7,584 64,042 465,823 1,142 466,965

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 417,550 261,458 582,648 1,261,656 790,515 2,052,172

減価償却費 62,296 15,211 61,271 138,779 (13,006) 125,773

資本的支出 89,702 13,774 34,381 137,857 5,173 143,031

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

(パーチェス法適用) 

当社は、平成21年７月10日に株式会社ビーネットの株式80％を取得し、連結子会社といたしました。

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称 株式会社ビーネット 

事業の内容 ECショップ向け商品卸売等 

(2)企業結合の目的 

「EC分野」を事業ドメインとする株式会社ビーネットのサービス提供基盤を承継し、SaaS

（ASP）サービスの販売拡充を実現させるためであります。一方、株式会社ビーネットにおい

ては、当社のCRMに関するノウハウを共有することにより、既存顧客に対し従来以上にきめ細

やかなサービスを提供することが可能となります。両者のノウハウを融合、昇華させることに

より、新しいビジネスモデルを開発することを目的としております。 

(3)企業結合日 

平成21年７月10日 

(4)企業結合の法的形式 

株式取得 

(5)結合後企業の名称 

株式会社ビーネット 

(6)取得した議決権比率 

80％ 

みなし取得日が平成21年７月１日のため、被取得企業の平成21年７月１日から平成21年12

月31日までの業績が含まれています。 

３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

 
４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1)のれんの金額  

  267,945千円 

(2)発生原因 

今後の事業展開によって期待される、将来の超過収益力から発生したものであります。 

(3)償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳 

(1)資産の額 

 
(2)負債の額 

(企業結合等)

１ 被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法

的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率

２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

被取得企業の取得原価 385,501 千円

取得原価の内訳

株式取得費用（現金） 360,000 千円

取得に直接要した支出額 25,501 千円

流動資産 229,899 千円

固定資産 3,778 千円

合計 233,678 千円

流動負債 86,733 千円

固定負債 - 千円

合計 86,733 千円
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６ 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額 

 
なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

 記載すべき重要な事項はありません。 

  

  

  

 
(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

売上高 495,695 千円

経常利益 59,152 千円

当期純利益 36,107 千円

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 
１株当たり純資産額 296円80銭 １株当たり純資産額 372円23銭

 
１株当たり当期純利益金額 54円21銭 １株当たり当期純利益金額 57円95銭

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

当社は、平成21年７月１日付で株式１株につき200株の
割合で株式分割いたしました。  
  
当該株式分割が、前連結会計年度の期首に行われたと
仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値
は、それぞれ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 246円40銭

１株当たり当期純利益金額 47円24銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

 

 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

57円37銭

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 216,766 232,143

 普通株主に帰属しない金額(千円) - -

 普通株式に係る当期純利益(千円) 216,766 232,143

 普通株式の期中平均株式数(株) 3,998,941 4,006,130

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 普通株式増加数(株) - 40,142

 (うち新株予約権) - (40,142)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

新株予約権の目的となる株式

の種類：普通株式

新株予約権の目的となる株式

の総数：164,800株

－
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当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

第三者割当による新株式の発行 

平成22年10月５日開催の当社取締役会において、セールスフォース・ドットコム・インクと資本・

業務提携契約を締結することを決議し、同日に契約を締結いたしました。同契約に基づき、平成23年

２月１日の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議いたしました。 

その概要は次のとおりであります。 

新株式の発行要領 

 

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション、金融商品、賃貸等不動産等に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(重要な後発事象)

(1)募集の方法 第三者割当

(2)発行する株式の種類及び数 普通株式7,999株

(3)発行価額 １株につき4,485円

(4)発行総額 35,875,515円

(5)発行価額のうち資本へ組入れる額 18,000,000円

(6)発行のスケジュール 

 ①申込期日 

 ②払込期日

 

平成23年２月16日～平成23年２月18日 

平成23年２月18日

(7)割当先 セールスフォース・ドットコム・インク

(8)資金の使途 Synergy!LEAD on Force.com の販売促進費に充当

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 140,651 275,457

受取手形 5,422 446

売掛金 247,363 318,818

仕掛品 6,286 6,441

前払費用 27,709 36,736

繰延税金資産 8,228 16,087

その他 7,322 1,717

貸倒引当金 △3,211 △1,213

流動資産合計 439,772 654,491

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,371 64,265

減価償却累計額 △9,946 △4,839

建物（純額） 23,424 59,425

工具、器具及び備品 112,833 151,336

減価償却累計額 △75,800 △93,291

工具、器具及び備品（純額） 37,032 58,044

有形固定資産合計 60,457 117,470

無形固定資産   

のれん 2,303 －

ソフトウエア 106,921 87,140

ソフトウエア仮勘定 － 76,034

その他 8,397 29

無形固定資産合計 117,622 163,205

投資その他の資産   

投資有価証券 425,039 551,663

関係会社株式 385,501 417,001

従業員に対する長期貸付金 676 －

破産更生債権等 3,107 4,111

長期前払費用 3,518 2,202

繰延税金資産 32,399 －

差入保証金 49,670 110,430

貸倒引当金 △2,679 △3,715

投資その他の資産合計 897,233 1,081,695

固定資産合計 1,075,314 1,362,370

資産合計 1,515,086 2,016,862
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,171 19,599

1年内返済予定の長期借入金 32,000 82,000

未払金 78,728 147,676

未払費用 － 8,000

未払法人税等 88,942 94,886

未払消費税等 15,585 18,133

預り金 9,291 8,071

前受収益 4,738 11,392

その他 888 2,774

流動負債合計 252,345 392,535

固定負債   

長期借入金 60,000 28,000

関係会社長期借入金 － 50,000

繰延税金負債 － 18,350

固定負債合計 60,000 96,350

負債合計 312,345 488,886

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,300 365,300

資本剰余金   

資本準備金 333,391 365,391

その他資本剰余金 － 129

資本剰余金合計 333,391 365,520

利益剰余金   

利益準備金 1,596 1,596

その他利益剰余金   

特別償却準備金 1,509 497

別途積立金 20,160 20,160

繰越利益剰余金 555,942 748,351

利益剰余金合計 579,209 770,605

自己株式 △2,735 △8,240

株主資本合計 1,243,165 1,493,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,424 34,790

評価・換算差額等合計 △40,424 34,790

純資産合計 1,202,741 1,527,976

負債純資産合計 1,515,086 2,016,862
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

クラウドサービス売上 872,504 1,061,926

エージェント売上 754,345 899,850

売上高合計 1,626,849 1,961,777

売上原価   

クラウドサービス原価 191,896 186,221

エージェント原価 388,574 510,758

売上原価合計 580,471 696,979

売上総利益 1,046,378 1,264,797

販売費及び一般管理費 707,914 863,015

営業利益 338,463 401,781

営業外収益   

受取利息 440 106

有価証券利息 200 200

受取配当金 4,748 6,595

受取事務手数料 1,200 2,400

その他 1,045 47

営業外収益合計 7,633 9,348

営業外費用   

支払利息 1,320 2,704

株式交付費 － 795

自己株式取得費用 28 59

その他 79 －

営業外費用合計 1,428 3,558

経常利益 344,668 407,571

特別損失   

固定資産除却損 2,451 －

事務所等移転費用 4,218 35,039

投資有価証券評価損 2,399 －

特別損失合計 9,069 35,039

税引前当期純利益 335,598 372,531

法人税、住民税及び事業税 141,309 161,693

法人税等調整額 △1,816 △8,517

法人税等合計 139,493 153,176

当期純利益 196,105 219,354
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 333,300 333,300

当期変動額   

新株の発行 － 32,000

当期変動額合計 － 32,000

当期末残高 333,300 365,300

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 333,391 333,391

当期変動額   

新株の発行 － 31,999

当期変動額合計 － 31,999

当期末残高 333,391 365,391

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 － 129

当期変動額合計 － 129

当期末残高 － 129

資本剰余金合計   

前期末残高 333,391 333,391

当期変動額   

新株の発行 － 31,999

自己株式の処分 － 129

当期変動額合計 － 32,128

当期末残高 333,391 365,520

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,596 1,596

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,596 1,596

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,539 1,509

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,030 △1,012

当期変動額合計 △1,030 △1,012

当期末残高 1,509 497

別途積立金   

前期末残高 20,160 20,160
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,160 20,160

繰越利益剰余金   

前期末残高 421,669 555,942

当期変動額   

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 196,105 219,354

自己株式の消却 △43,426 －

特別償却準備金の取崩 1,030 1,012

当期変動額合計 134,273 192,409

当期末残高 555,942 748,351

利益剰余金合計   

前期末残高 445,965 579,209

当期変動額   

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 196,105 219,354

自己株式の消却 △43,426 －

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 133,243 191,396

当期末残高 579,209 770,605

自己株式   

前期末残高 △43,426 △2,735

当期変動額   

自己株式の取得 △2,735 △5,714

自己株式の消却 43,426 －

自己株式の処分 － 208

当期変動額合計 40,691 △5,505

当期末残高 △2,735 △8,240

株主資本合計   

前期末残高 1,069,230 1,243,165

当期変動額   

新株の発行 － 63,999

自己株式の処分 － 338

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 196,105 219,354

自己株式の消却 － －

自己株式の取得 △2,735 △5,714

当期変動額合計 173,934 250,020

当期末残高 1,243,165 1,493,185
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △55,623 △40,424

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,199 75,214

当期変動額合計 15,199 75,214

当期末残高 △40,424 34,790

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △55,623 △40,424

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,199 75,214

当期変動額合計 15,199 75,214

当期末残高 △40,424 34,790

純資産合計   

前期末残高 1,013,607 1,202,741

当期変動額   

新株の発行 － 63,999

自己株式の処分 － 338

剰余金の配当 △19,436 △27,958

当期純利益 196,105 219,354

自己株式の取得 △2,735 △5,714

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,199 75,214

当期変動額合計 189,134 325,234

当期末残高 1,202,741 1,527,976
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該当事項はありません。 

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

 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】

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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