
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有 
  

 

   

 

 
  

 
(注) 上記１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、平成23年７月１日付で実施した株式分

割の影響は反映しておりません。また、当社は、平成21年12月期第２四半期の連結財務諸表を作成していないため、平成22年12

月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

  

   

 

 
 上記１株当たり純資産については、平成23年７月１日付で実施した株式分割の影響は反映しておりません。 

  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 平成23年７月１日をもって当社普通株式１株を２株に分割いたしました。平成23年12月期(予想)配当金は、分割後の株式数をもとに

算出しております。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 上記１株当たり当期純利益については、平成23年７月１日付で実施した株式分割の影響を考慮した数値により表示しております。 
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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日）
 (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２四半期 1,597 21.0 232 12.3 227 6.2 122 34.4

22年12月期第２四半期 1,320 - 207 - 214 - 91 -

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２四半期 28. 70 27. 96

22年12月期第２四半期 22. 88 -

 (2) 連結財政状態

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２四半期 3,561 3,251 90.2 711.14

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２四半期 3,214百万円 22年12月期 1,523百万円

2. 配当の状況

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 - 8. 00 8. 00

23年12月期 - 0. 00

23年12月期(予想) - 4. 50 4. 50

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

通期 3,652 21.6 572 22.6 573 21.3 302 30.2 36. 87



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・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。 

  

(1)平成23年７月１日を効力発生日として当社株式１株につき２株の割合をもって分割いたしました。 

(2)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。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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２Ｑ 4,519,600株 22年12月期 4,108,601株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ -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２Ｑ 4,269,962株 22年12月期２Ｑ 3,986,658株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成23年1月１日から平成23年６月30日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災の復興政策の遅れと電力不足という、大きな不安材料を抱えている一方、製造業を中心に

復興への需要が徐々に高まり、景気回復の兆しが見え始めております。 

 当社が属するインターネット市場でも、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を遂げております。 

 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投資が相次いでおり、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だけではなく、東日本大震災後の

事業継続計画の見直しや節電への効果的な対策としても高い注目を集めています。 

 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も、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、クラウドサービスの有効アカウント数が、平成22年12月末の1,809件から224件増加し、平

成23年６月末では2,033件と順調に増加しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,597,434千円（前年同期比21.0％増）、営業利

益は232,611千円（前年同期比12.3％増）、経常利益は227,359千円（前年同期比6.2％増）となり、四

半期純利益は122,552千円（前年同期比34.4％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593,026千円、セグメント利益は154,283千円となりました。 

  

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492,729千円、セグメント利益は

58,028千円となりました。 

  

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511,678千円、セグメント利益は14,678千円となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,527,090千円増加し、2,426,368千円となりました。これ

は、第三者割当及び新株発行増資により現金及び預金が1,617,760千円増加したものの、受取手形及び

売掛金が76,598千円減少したことなどによります。 

  

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

シナジーマーケティング㈱（3859）平成23年12月期第２四半期決算短信

－2－



  
固定資産は、前連結会計年度末に比べて17,591千円減少し、1,135,302千円となりました。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90,741千円増加したものの、償却によりのれん

が28,476千円減少したこと、時価評価により投資有価証券が69,115千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、3,561,670千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて155,384千円減少し、298,532千円となりました。これは、流

動負債のその他に含まれる未払金が101,920千円、支払手形及び買掛金が24,656千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28,329千円減少し、12,000千円となりました。これは、長期

借入金16,000千円を１年内返済予定の長期借入金に振替えたこと、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によります。  

 この結果、負債合計は、310,532千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,693,212千円増加し、3,251,138千円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が41,054千円減少したものの、利益剰余金が89,810千円、第三者割当増

資及び一般募集による新株式の発行、ストックオプションの行使により資本金が788,287千円、資本剰

余金が845,333千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。  

  

(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 

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２四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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成23年６月30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 2,085,389 467,628 

受取手形及び売掛金 280,221 356,820 

商品及び製品 17,717 12,966 

仕掛品 3,495 6,441 

繰延税金資産 10,099 17,721 

その他 31,772 39,299 

貸倒引当金 △2,326 △1,598 

流動資産合計 2,426,368 899,278 

固定資産   

有形固定資産 111,201 116,296 

無形固定資産   

のれん 173,381 201,858 

その他 260,787 170,046 

無形固定資産合計 434,169 371,904 

投資その他の資産   

投資有価証券 482,547 551,663 

その他 109,772 116,745 

貸倒引当金 △2,389 △3,715 

投資その他の資産合計 589,931 664,693 

固定資産合計 1,135,302 1,152,894 

資産合計 3,561,670 2,052,172 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 60,979 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 97,908 114,848 

その他 107,644 221,432 

流動負債合計 298,532 453,917 

固定負債   

長期借入金 12,000 28,000 

その他 － 12,329 

固定負債合計 12,000 40,329 

負債合計 310,532 494,247 
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年６月30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 1,153,587 365,300 

資本剰余金 1,112,762 267,428 

利益剰余金 953,976 864,165 

自己株式 － △8,240 

株主資本合計 3,220,325 1,488,653 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,264 34,790 

評価・換算差額等合計 △6,264 34,790 

少数株主持分 37,076 34,480 

純資産合計 3,251,138 1,557,925 

負債純資産合計 3,561,670 2,052,172 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,320,048 1,597,434 

売上原価 666,106 768,742 

売上総利益 653,942 828,692 

販売費及び一般管理費 446,763 596,080 

営業利益 207,178 232,611 

営業外収益   

受取利息 954 154 

受取配当金 6,595 6,639 

その他 162 164 

営業外収益合計 7,712 6,958 

営業外費用   

支払利息 751 468 

株式交付費 － 11,708 

その他 59 33 

営業外費用合計 810 12,210 

経常利益 214,080 227,359 

特別利益   

投資有価証券償還益 955 － 

貸倒引当金戻入額 313 － 

特別利益合計 1,268 － 

特別損失   

事務所等移転費用 3,708 － 

本社移転費用引当金繰入額 30,000 － 

特別損失合計 33,708 － 

税金等調整前四半期純利益 181,640 227,359 

法人税、住民税及び事業税 96,075 94,159 

法人税等調整額 △11,474 7,089 

法人税等合計 84,600 101,248 

少数株主損益調整前四半期純利益 97,039 126,110 

少数株主利益 5,842 3,557 

四半期純利益 91,197 122,552 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 666,181 735,661 

売上原価 334,331 347,962 

売上総利益 331,849 387,699 

販売費及び一般管理費 231,064 303,386 

営業利益 100,785 84,312 

営業外収益   

受取利息 124 106 

受取配当金 6,595 6,639 

その他 115 163 

営業外収益合計 6,835 6,909 

営業外費用   

支払利息 360 218 

株式交付費 － 10,973 

営業外費用合計 360 11,191 

経常利益 107,260 80,030 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,530 11 

特別利益合計 1,530 11 

特別損失   

事務所等移転費用 2,264 － 

本社移転費用引当金繰入額 30,000 － 

特別損失合計 32,264 － 

税金等調整前四半期純利益 76,526 80,042 

法人税、住民税及び事業税 52,517 37,499 

法人税等調整額 △14,959 △4,122 

法人税等合計 37,558 33,376 

少数株主損益調整前四半期純利益 38,967 46,665 

少数株主利益 1,806 1,853 

四半期純利益 37,161 44,812 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30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 181,640 227,359 

減価償却費 30,457 40,250 

のれん償却額 29,938 28,476 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,354 △598 

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 30,000 － 

投資有価証券償還損益（△は益） △955 － 

株式交付費 － 11,708 

受取利息及び受取配当金 △7,549 △6,794 

支払利息 751 468 

売上債権の増減額（△は増加） 41,972 76,598 

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,984 △1,804 

前払費用の増減額（△は増加） △11,104 11,558 

仕入債務の増減額（△は減少） △26,492 △24,656 

未払金の増減額（△は減少） △46,114 △36,437 

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,915 978 

預り金の増減額（△は減少） △13,896 △5,440 

前受収益の増減額（△は減少） 15,147 △6,203 

その他 5,665 △8,090 

小計 203,204 307,373 

利息及び配当金の受取額 7,549 6,794 

利息の支払額 △711 △429 

法人税等の支払額 △127,185 △112,743 

営業活動によるキャッシュ・フロー 82,856 200,995 

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 △20,000 △40,000 

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 △21,718 △78,692 

無形固定資産の取得による支出 △36,378 △110,524 

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 

差入保証金の回収による収入 － 24,839 

子会社株式の取得による支出 △31,500 △1,605 

その他 189 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,407 △168,482 

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 △16,000 △16,000 

株式の発行による収入 － 1,531,955 

ストックオプションの行使による収入 － 32,786 

自己株式の取得による支出 △5,773 － 

自己株式の処分による収入 － 65,412 

配当金の支払額 △24,107 △27,942 

少数株主への配当金の支払額 － △962 

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,880 1,585,248 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,431 1,617,760 

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 348,236 2,045,389 
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 

 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２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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。 

  

(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 256,874 175,178 234,129 666,181 - 666,181

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 1,740 - 1,740 △1,740 -

計 256,874 176,918 234,129 667,921 △1,740 666,181

営業利益又は営業損失（△） 96,929 △12,434 11,618 96,113 4,671 100,785

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 499,249 339,889 480,909 1,320,048 - 1,320,048

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 24,040 - 24,040 △24,040 -

計 499,249 363,929 480,909 1,344,088 △24,040 1,320,048

営業利益又は営業損失（△） 188,615 △9,253 30,248 209,610 △2,431 207,178
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前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

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２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額5,620千円は、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。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【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 593,026 492,729 511,678 1,597,434 - 1,597,434

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 10,557 21 10,578 △10,578 -

計 593,026 503,286 511,700 1,608,013 △10,578 1,597,434

セグメント利益又は損失（△） 154,283 58,028 14,678 226,990 5,620 232,611
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 当第２四半期連結会計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額3,751千円は、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２四半期連結会計期間末(平成23年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１

日 至 平成23年６月30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。 

また、平成23年４月19日を払込期日とする一般募集による新株式の発行、自己株式の処分を実施し

ました。この結果、資本金が753,894千円、資本剰余金が753,894千円、その他資本剰余金が57,171千

円増加しております。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

当社は、平成23年５月16日開催の取締役会において、株式分割を行うことを決議し、平成23年７月

１日付をもって下記の株式分割を実施いたしました。 

 ①株式分割及の目的 

株式分割を実施することで、株式の投資単位を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境

を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

 ②株式分割の方法 

平成23年６月30日を基準日として、同日 終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通

株式１株につき、２株の割合をもって分割いたします。 

 ③分割により増加した株式数 

普通株式 4,519,600株 

  

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 

 
  

(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 291,560 183,989 260,110 735,661 - 735,661

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 3,888 21 3,909 △3,909 -

計 291,560 187,877 260,132 739,571 △3,909 735,661

セグメント利益又は損失（△） 62,807 10,566 7,186 80,561 3,751 84,312

(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

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年12月31日)

355.57円 186.12円
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 １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

 
  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日  
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日  
 至 平成23年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 11.44円 １株当たり四半期純利益金額 14.35円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

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 

四半期純利益金額
13.98円

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日  
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日  
 至 平成23年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 4.67円 １株当たり四半期純利益金額 5.06円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期

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 

四半期純利益金額
4.95円
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