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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） 

 

(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 2,865 55.0 38 △26.0 37 △26.4 40 △17.4
22年12月期第1四半期 1,848 ― 51 ― 50 ― 48 ―

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 2.24 2.19
22年12月期第1四半期 2.72 2.69

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 2,804 603 20.9 32.42
22年12月期 2,456 552 22.0 30.70

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  585百万円 22年12月期  540百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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） 
（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、業績予想を行うことが困難であります。そのた
め、業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示ルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいり
ます。 



(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※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 18,628,830株 22年12月期  18,628,830株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  565,432株 22年12月期  618,012株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 18,038,229株 22年12月期1Q 18,010,860株
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※ 当社は、四半期決算補足資料を作成しており、決算後速やかに当社ホームページで掲載する

予定です。 

・平成23年5月10日（火）・・・・・・第１四半期決算説明資料開示 
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に企
業収益や個人消費に改善が見られました。しかしながら、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋
沖地震の影響により、景気が再び低迷する動きとなりました。 
 一方、当社グループが属するインターネット広告市場は、前年を上回る水準での市場拡大が続いてお
ります。電通発表の「日本の広告費」によりますと、平成22年には市場規模が7,747億円となり、テレ
ビ広告に次ぐ規模の広告媒体となりました。 
こうした環境のもと当社グループは、モバイル広告事業の売上拡大とメディア事業の収益力強化に注

力するとともに、スマートフォン関連事業への取組みを強化してまいりました。 
 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,865,951千円(前年同期比55.0％増加)、営業
利益は38,219千円(前年同期比26.0％減少)、経常利益は37,161千円(前年同期比26.4％減少)、四半期純
利益は40,453千円(前年同期比17.4％減少)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①モバイル広告事業 

モバイル広告事業には、モバイル広告媒体を専門に仕入れ、広告会社へ販売するモバイルメディアレ
ップと、モバイル広告における企画やソリューションを広告主に提供するモバイル広告代理が属してお
ります。 
モバイル広告事業におきましては、モバイル広告市場の成長に加え、大手媒体の拡販に積極的に取り

組んだこと等により、売上高は2,502,594千円、セグメント利益は82,309千円となりました。 

②メディア事業 

メディア事業には、オプトインメール「DEmail」等が属するメール広告、インターネットリサーチで
ある「ターゲットリサーチ」、連結子会社である㈱インターナショナルスポーツマーケティングが営む
スポーツマーケティング等が属しております。 
メール広告におきましては、ウェブサイトの収益化に積極的に取り組みましたが、震災の影響により

前年比で減収となりました。インターネットリサーチにおきましては、顧客・案件の多様化に取り組み
ました。また、スポーツマーケティングにおきましては、自社メディアの強化に積極的に取り組みまし
た。これらの結果、メディア事業の売上高は363,356千円、セグメント利益は19,249千円となりまし
た。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、2,804,980千円となり、前連結会計年度末と比べ、348,892
千円の増加となりました。これは主に、規模拡大に伴い売掛債権が増加したことによるものでありま
す。 
当第１四半期連結会計期間末の負債は、2,201,607千円となり、前連結会計年度末と比べ、298,455千

円の増加となりました。これは主に、規模拡大に伴う仕入債務の増加と、借入金の返済による債務の減
少が相殺された結果であります。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産は、603,372千円となり、前連結会計年度末と比べ、50,437千

円の増加となりました。これは主に、堅調な営業活動の成果に伴い利益剰余金が増加したことによるも
のであります。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結会計期間末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
度末と比べ27,113千円増加し、511,141千円となりました。 
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、38,689千円（前年同期は1,729
千円の獲得）となりました。これは主に支払債務の増加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) 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、4,361千円（前年同期は39,149
千円の増加）となりました。これは主にソフトウェア等の固定資産購入による支出であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、7,214千円（前年同期は41,721
千円の使用）となりました。主な要因は、長期借入金の返済等によるものであります。 

  

当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいた
め、業績の予想を行うことが困難であります。そのため、業績予想につきましては記載しておりませ
ん。なお、適時開示のルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行って
まいります。 

  

(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。 

  

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有形固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分する方法により算定しております。 

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 

法人税等の納付税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等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化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。 

  「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。 

  これによる営業利益、経常利益およ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. 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、表示方法の変更の概要
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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 511,141 484,028

受取手形及び売掛金 1,923,536 1,599,273

たな卸資産 ※1 7,536 ※1 7,592

その他 44,236 46,673

貸倒引当金 △5,577 △5,246

流動資産合計 2,480,873 2,132,320

固定資産

有形固定資産 ※2 80,343 ※2 79,116

無形固定資産

のれん 24,322 26,055

その他 58,888 53,492

無形固定資産合計 83,210 79,547

投資その他の資産

破産更生債権等 2,600 1,172

その他 160,551 165,103

貸倒引当金 △2,600 △1,172

投資その他の資産合計 160,551 165,103

固定資産合計 324,106 323,767

資産合計 2,804,980 2,456,087

負債の部

流動負債

買掛金 1,821,125 1,498,772

1年内返済予定の長期借入金 117,496 147,204

短期借入金 50,000 20,000

未払法人税等 3,731 9,696

その他 131,299 138,059

流動負債合計 2,123,653 1,813,733

固定負債

長期借入金 30,534 42,532

ポイント引当金 42,098 41,146

その他 5,320 5,740

固定負債合計 77,953 89,418

負債合計 2,201,607 1,903,151
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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 1,308,628 1,308,628

資本剰余金 880,894 885,021

利益剰余金 △1,506,930 △1,547,383

自己株式 △96,963 △105,980

株主資本合計 585,629 540,286

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65 83

評価・換算差額等合計 65 83

新株予約権 17,678 12,565

純資産合計 603,372 552,935

負債純資産合計 2,804,980 2,456,087
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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 1,848,622 2,865,951

売上原価 1,446,674 2,420,712

売上総利益 401,948 445,238

販売費及び一般管理費 ※ 350,290 ※ 407,019

営業利益 51,657 38,219

営業外収益

受取利息及び配当金 128 85

その他 66 942

営業外収益合計 194 1,028

営業外費用

支払利息 1,053 1,138

その他 306 947

営業外費用合計 1,360 2,085

経常利益 50,492 37,161

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,872

貸倒引当金戻入額 － 92

特別利益合計 － 8,965

特別損失

固定資産除却損 328 3,505

事業整理損 － 955

特別損失合計 328 4,460

税金等調整前四半期純利益 50,163 41,666

法人税、住民税及び事業税 1,200 1,212

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,200 1,212

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40,453

少数株主利益 － －

四半期純利益 48,963 40,453
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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 50,163 41,666

減価償却費 7,524 9,310

のれん償却額 － 1,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 616 1,757

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,033 952

受取利息及び受取配当金 △128 △85

支払利息 1,053 1,138

株式報酬費用 － 5,112

有価証券売却損益（△は益） － △8,872

売上債権の増減額（△は増加） △220,810 △325,690

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,929 55

未収入金の増減額（△は増加） △1,150 352

仕入債務の増減額（△は減少） 165,086 322,352

未払金の増減額（△は減少） △20,432 △18,023

その他 12,912 12,319

小計 6,798 44,078

利息及び配当金の受取額 128 85

利息の支払額 △1,272 △1,263

法人税等の支払額 △3,924 △4,211

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,729 38,689

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 △660 △1,889

無形固定資産の取得による支出 △5,987 △15,513

投資有価証券の売却による収入 － 12,736

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

45,797 －

その他 － 306

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,149 △4,361

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 － 90,000

短期借入金の返済による支出 － △60,000

長期借入れによる収入 － 7,350

長期借入金の返済による支出 △41,712 △49,056

ストックオプションの行使による収入 － 4,889

その他 △8 △398

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,721 △7,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △842 27,113

現金及び現金同等物の期首残高 358,813 484,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 357,971 ※ 511,141
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【事業の種類別セグメント情報】 

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  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品等 

   (1)モバイル広告事業・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

   (2)メディア事業・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル、IQプライス等 

   (3)Ｅコマース事業・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ 

３  当第１四半期連結会計期間において、当社が株式会社インターナショナルスポーツマーケティングの株式を

100％取得し、連結子会社化したことにより、メディア事業において資産の金額が増加しております。増加

金額は以下の通りです。 

   メディア事業・・・178,255千円 

  

【所在地別セグメント情報】 

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連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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) セグメント情報

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
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

1,479,485 238,682 130,454 1,848,622 ― 1,848,622

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ 3,564 ─ 3,564 (3,564) ―

計 1,479,485 242,247 130,454 1,852,187 (3,564) 1,848,622

営業利益又は営業損失(△) 60,653 58,470 △16,544 102,579 (50,922) 51,657
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社及び当社グループ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。 当社は、サービス別の事業本部及び子会社を置き、各事業本部及び子会社は、扱うサ

ービスについて戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部及び子会社を基礎としたセグメントから構成されており、各セグメント

の事業内容や特徴等を勘案して集約した「モバイル広告事業」、「メディア事業」を報告セグメントとし

ております。各セグメントに属する商品・サービスの内容は以下の通りであります。 

 
  

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) 

                                   （単位：千円） 

 
（注）１ セグメント利益の調整額63,340千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。    

     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。 

   ２ セグメント利益は、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。 

 【セグメント情報】

報告セグメント 属する商品・サービス

モバイル広告事業 モバイルメディアレップ、モバイル広告代理

メディア事業
DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメー
ルモバイル、スポーツマーケティング、スマートフォン
向けアプリケーション開発、シンデレラ・ビューティ

モバイル 
広告事業 

 

メディア
事業 
 

計
 

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

2,502,594 363,356 2,865,951 ― 2,865,951

(2) セグメント間の内部 
  売上高

─ 3,881 3,881 (3,881) ―

計 2,502,594 367,238 2,869,832 (3,881) 2,865,951

セグメント利益 82,309 19,249 101,559 (63,340) 38,219
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３  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 

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) 

   該当事項はありません。 

  

  （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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

(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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連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

4. 補足情報

(1) 経営管理上重要な指標の推移

回次
第14期 

第１四半期連結
累計期間

第15期
第１四半期連結

累計期間
第14期

会計期間

自  平成22年
      １月１日
至  平成22年 
      ３月31日

自  平成23年
      １月１日
至  平成23年 
      ３月31日

自  平成22年
      １月１日
至  平成22年 
      12月31日

売上高 (千円) 1,848,622 2,865,951 8,881,214

経常利益 (千円) 50,492 37,161 133,504

四半期(当期)純利益 (千円) 48,963 40,453 117,566

純資産額 (千円) 471,362 603,372 552,935

総資産額 (千円) 1,905,209 2,804,980 2,456,087

１株当たり純資産額 (円) 26.17 32.42 30.70

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 2.72 2.24 6.52

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額

(円) 2.69 2.19 6.47

自己資本比率 (％) 24.7 20.9 22.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,729 38,689 316,985

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 39,149 △4,361 △20,616

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △41,721 △7,214 △171,154

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 357,971 511,141 484,028

従業員数 (名) 153 183 175
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当社グループでは、当第１四半期連結会計期間において生産に該当する事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載しており

ます。 

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

モバイル広告事業 2,544,616 103,951

メディア事業 410,433 120,062

合計 2,955,049 224,014

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)

モバイル広告事業 2,502,594

メディア事業 363,356

合計 2,865,951
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