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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

（注）当社は、平成21年12月期第１四半期の連結財務諸表を作成していないため、平成21年12月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりま
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12月期第1四半期 861 31.8 148 41.0 147 39.5 77 43.9
22年12月期第1四半期 653 ― 105 ― 105 ― 54 ―

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12月期第1四半期 18.94 18.38
22年12月期第1四半期 13.54 ―

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12月期第1四半期 2,012 1,594 77.5 378.96
22年12月期 2,052 1,557 74.2 372.23

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  1,559百万円 22年12月期  1,523百万円

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12月期 ― ― ― 8.00 8.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想） ― ― 9.00 9.00

3.  平成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(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) 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



(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※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の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.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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 4,129,800株 22年12月期  4,108,601株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  15,800株 22年12月期  15,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 4,104,254株 22年12月期1Q 3,990,357株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日まで）におけるわが国経済は、

国際金融市場の持ち直しから、景気回復の兆しが見え始めていたものの、平成23年３月11日に発生した

東日本大震災と、それに端を発する原発事故やその後の計画停電の問題などにより、再び先行き不透明

な状況となりました。 

 一方で当社が属するインターネット業界は、ブロードバンド回線の高品質化や、twitter・Facebook

といった新しいサービスの台頭、スマートフォンの急激な普及等、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、インターネット経由でアプリケーションやプラットフォームを提供するクラウドコンピューテ

ィングは、海外企業によるデータセンタの開設や新規参入などの動きが相次いでおり、自社が保有する

データのセキュアな運用を求める企業や、システム関連コストの削減を目指す企業から高い注目を集め

ています。 

 こうした背景から、平成21年に1,406億円であったクラウドコンピューティングの市場規模は、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、当社にとって大きなビジネス

チャンスとの認識のもと、新たなクラウドサービスの開発に注力し、平成23年２月には、株式会社セー

ルスフォース・ドットコムが提供するクラウドコンピューティング・プラットフォーム「Force.com」

上に構築した、マーケティングオートメーションシステム「Synergy!LEAD on Force.com」の提供を開

始しました。 

 加えて、既存サービスにおいては、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

ビスである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!の有効アカウント数が、平成22年12月末の1,809件から104件増加

し、平成23年３月末では1,913件と順調に増加しました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は861,773千円（前年同期比31.8％増）、営業利益

は148,286千円（前年同期比41.0％増）、経常利益は147,317千円（前年同期比39.5％増）となり、四半

期純利益は77,740千円（前年同期比43.9％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

  

① 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301,465千円、営業利益は91,468千円となりました。 

  

② 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308,740千円、営業利益は47,457千

円となりました。 

  

③ 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251,567千円、営業利益は7,491千円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,450千円減少し、895,827千円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が37,455千円増加したものの、法人税等の納付により現金及び預金が24,254千円、繰延

税金資産が10,995千円減少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36,001千円減少し、1,116,892千円となりました。これは、

無形固定資産のその他に含まれているソフトウエア等が47,580千円、投資その他の資産のその他に含ま

れている繰延税金資産が26,200千円増加したものの、時価評価により投資有価証券が94,968千円減少し

たことなどが要因であります。 

 この結果、総資産は、2,012,720千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて55,481千円減少し、398,435千円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が40,466千円増加したものの、未払法人税等が66,382千円減少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20,329千円減少し、20,000千円となりました。これは、投資

有価証券の時価評価により繰延税金負債が12,329千円減少したこと、長期借入金8,000千円を１年内返

済予定の長期借入金に振替えたことによります。  

 この結果、負債合計は、418,435千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて36,359千円増加し、1,594,284千円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が56,410千円減少したものの、利益剰余金が44,998千円、第三者割当増

資及びストックオプションの行使により資本金が23,577千円、資本剰余金23,452千円増加したことなど

によります。 

  

平成23年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年２月10日公表の業績予想を据え置い

ております。今後の業績推移に応じて、修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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。 

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、当社グループは、事務所等の不動産賃貸契約に基づく退去時における原状回復に係る債務を

有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理的に

見積ることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

  

(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」

の科目で表示しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

シナジーマーケティング㈱（3859）平成23年12月期第１四半期決算短信

－4－



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23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 443,373 467,628 

受取手形及び売掛金 394,275 356,820 

商品及び製品 16,836 12,966 

仕掛品 1,265 6,441 

繰延税金資産 6,725 17,721 

その他 35,469 39,299 

貸倒引当金 △2,117 △1,598 

流動資産合計 895,827 899,278 

固定資産   

有形固定資産 114,452 116,296 

無形固定資産   

のれん 187,619 201,858 

その他 217,626 170,046 

無形固定資産合計 405,246 371,904 

投資その他の資産   

投資有価証券 456,695 551,663 

その他 143,132 116,745 

貸倒引当金 △2,634 △3,715 

投資その他の資産合計 597,193 664,693 

固定資産合計 1,116,892 1,152,894 

資産合計 2,012,720 2,052,172 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 126,102 85,636 

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000 

未払法人税等 48,466 114,848 

その他 191,867 221,432 

流動負債合計 398,435 453,917 

固定負債   

長期借入金 20,000 28,000 

その他 － 12,329 

固定負債合計 20,000 40,329 

負債合計 418,435 494,247 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,877 365,300 

資本剰余金 290,881 267,428 

利益剰余金 909,164 864,165 

自己株式 △8,240 △8,240 

株主資本合計 1,580,681 1,488,653 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,620 34,790 

評価・換算差額等合計 △21,620 34,790 

少数株主持分 35,223 34,480 

純資産合計 1,594,284 1,557,925 

負債純資産合計 2,012,720 2,052,172 
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 653,866 861,773 

売上原価 331,774 420,780 

売上総利益 322,092 440,992 

販売費及び一般管理費 216,901 292,706 

営業利益 105,191 148,286 

営業外収益   

受取利息 830 48 

その他 46 0 

営業外収益合計 877 48 

営業外費用   

支払利息 390 250 

株式交付費 － 734 

その他 73 33 

営業外費用合計 464 1,018 

経常利益 105,603 147,317 

特別利益   

投資有価証券償還益 955 － 

特別利益合計 955 － 

特別損失   

事務所等移転費用 1,444 － 

特別損失合計 1,444 － 

税金等調整前四半期純利益 105,113 147,317 

法人税、住民税及び事業税 43,557 56,659 

法人税等調整額 3,484 11,212 

法人税等合計 47,041 67,872 

少数株主損益調整前四半期純利益 58,072 79,444 

少数株主利益 4,035 1,704 

四半期純利益 54,036 77,740 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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利益 105,113 147,317 

減価償却費 13,965 19,307 

のれん償却額 14,779 14,238 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,190 △561 

投資有価証券償還損益（△は益） △955 － 

株式交付費 － 734 

受取利息及び受取配当金 △830 △48 

支払利息 390 250 

売上債権の増減額（△は増加） 17,797 △37,455 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,199 1,307 

前払費用の増減額（△は増加） △7,195 5,432 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,625 40,466 

未払金の増減額（△は減少） △411 △10,506 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,614 411 

預り金の増減額（△は減少） △11,894 △16,698 

前受収益の増減額（△は減少） 4,238 △8,326 

その他 3,560 △9,001 

小計 114,709 146,867 

利息及び配当金の受取額 830 48 

利息の支払額 △371 △232 

法人税等の支払額 △130,250 △120,822 

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,082 25,860 

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 △10,000 △30,000 

定期預金の払戻による収入 － 40,000 

有形固定資産の取得による支出 △12,148 △6,453 

無形固定資産の取得による支出 △27,495 △56,602 

投資有価証券の償還による収入 50,000 － 

長期前払費用の取得による支出 － △2,500 

子会社株式の取得による支出 △31,500 － 

その他 79 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,063 △55,556 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △8,000 △8,000 

株式の発行による収入 － 35,140 

ストックオプションの行使による収入 － 11,154 

自己株式の取得による支出 △5,773 － 

配当金の支払額 △19,737 △22,853 

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,511 15,440 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,657 △14,254 

現金及び現金同等物の期首残高 370,668 427,628 

現金及び現金同等物の四半期末残高 291,010 413,373 
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３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 

 当第1四半期連結会計期間より、「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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３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。 

  

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

海外売上高がないため、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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 242,374 164,711 246,780 653,866 - 653,866

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 22,300 - 22,300 △22,300 -

計 242,374 187,011 246,780 676,166 △22,300 653,866

営業利益 90,942 2,234 18,470 111,646 △6,455 105,191

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第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。 

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情報が入手可能であ

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、内部管理上採用している区分により、「クラウドサービス事業」、「エージェ

ント事業」、「eホールセール事業」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主なサービス等は以下のとおりであります。 

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 

 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 

 eホールセール事業 ・・・・ECショップ向け商品卸売等 

  

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１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額1,869千円は、セグメント間取引の消去によるものです。 

      ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結会計期間末(平成23年３月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１

日 至 平成23年３月31日) 

平成23年３月31日付で、平成22年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行いました。この結果、

利益剰余金が32,742千円減少しております。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

【一般募集による新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し】 

当社は平成23年４月１日開催の取締役会において一般募集による新株式発行、自己株式の処分及び株

式売出しを決議し、一般募集による新株式発行、自己株式の処分については、平成23年４月19日に払込

が完了しました。その概要は以下のとおりです。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結損
益計算書計上
額（注２）

クラウドサー
ビス事業

エージェント
事業

eホールセー
ル事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 301,465 308,740 251,567 861,773 - 861,773

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 6,669 - 6,669 △6,669 -

計 301,465 315,409 251,567 868,442 △6,669 861,773

セグメント利益 91,468 47,457 7,491 146,417 1,869 148,286

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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５.調達資金の使途 

今回の一般募集による新株発行、自己株式の処分に係る手取額については、1,019,413千円を平成23年

５月から平成25年３月までに設備投資資金に、52,000千円を平成23年５月から平成24年８月までに長期借

入金返済に、122,000千円を平成23年５月から平成24年12月までに運転資金に、残金を新たなサービスに

係る試験研究費に充当する予定であります。 

  

１.公募による新株発行（一般募集）

（１）募集株式の種類及び数 普通株式 364,200株

（２）発行価格 １株につき4,370円

（３）発行価格の総額 1,591,554,000円

（４）払込金額 １株につき4,140円

（５）払込金額の総額 1,507,788,000円

（６）増加する資本金の額及び資本準備金の額

増加する資本金の額 753,894,000円

増加する資本準備金の額 753,894,000円

（７）払込期日 平成23年４月19日

（８）受渡期日 平成23年４月20日

（９）スプレット方式による新株式発行

 新株式発行は、引受会社が払込金額にて買取引受けを行い、これを発行価格で投資家に販売するスプ

レット方式によっております。スプレット方式では、払込金額の総額と発行価格の総額の差額は、引受

会社の手取金となります。

２.公募による自己株式の処分（一般募集）

（１）処分株式の種類及び数 普通株式 15,800株

（２）処分価格 １株につき4,370円

（３）処分価格の総額 69,046,000円

（４）払込金額 1株につき4,140円

（５）払込金額の総額 65,412,000円

（６）払込期日 平成23年４月19日

（７）受渡期日 平成23年４月20日

（８）スプレット方式による新株式発行

 自己株式の処分は、引受会社が払込金額にて買取引受けを行い、これを処分価格で投資家に販売する

スプレット方式によっております。スプレット方式では、払込金額の総額と処分価格の総額の差額は、

引受会社の手取金となります。

３.当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）

（１）売出し株式の種類及び数 普通株式 40,000株

（２）売出価格 １株につき4,370円

（３）売出価格の総額 174,800,000円

（４）受渡期日 平成23年４月20日

４.当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

（１）売出し株式の種類及び数 普通株式 60,000株

（２）売出価格 １株につき4,370円

（３）売出価格の総額 262,200,000円

（４）受渡期日 平成23年４月20日
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【業務提携に関する基本合意書の締結】 

当社は平成23年４月６日開催の取締役会において、Radica Systems Limited（以下「Radica社」とい

う。）と業務提携することに関し、基本合意書を締結いたしました。基本合意書の主な内容は、以下の

通りです。 

１.当社とRadica社は、相互のお客様の海外進出に関するマーケティング支援を行います。 

当社は、Radica社のお客様の日本市場へのマーケット拡大においてマーケティング支援を行い、また、

Radica社は、当社のお客様がアジア圏へのマーケット拡大において、マーケティング支援を行います。 

２.当社とRadica社は、日本市場及びアジア市場において、相互のサービスの販売代理店となります。 

当社のサービスは、Radica社を通してアジア市場で販売予定であり、また、Radica社のサービスは、当

社を通して日本市場で販売予定です。 
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