
  

１．平成23年９月期第３四半期の連結業績（平成22年10月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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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 (アナリスト・機関投資家向け)     

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  6,961  20.4  278 89.9  293  92.7  382  661.4

22年９月期第３四半期  5,781  1.3 146  2.7  152  5.7  50 － 

  
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３四半期  11,753  81  11,463  84

22年９月期第３四半期  1,550  15  1,511  11

  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３四半期  3,541  2,046  57.5  62,227  02

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３四半期 2,037百万円 22年９月期 1,649百万円

  
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

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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 
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  9,060  16.1  390  86.2  390  80.3  437  571.5  13,434  02

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



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  （           ）          、除外   －     社  （           ）

（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。 

  

（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。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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３Ｑ 33,664株 22年９月期 33,402株

②  期末自己株式数 23年９月期３Ｑ 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３Ｑ 32,531株 22年９月期３Ｑ 32,398株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の我が国の経済状況は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞や電力供給問題な

どの生活への影響が続いており、個人消費は持ち直しの傾向は見られるものの、国内経済を取り巻く環境は依然と

して不透明な状況であります。 

 こうした経済状況の中、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、震災による広告出

稿の自粛は一部見られたものの、前年度対比では増加が見られ堅調に推移をしております。 

 当社グループはアフィリエイト運営、メディア運営の両事業において、急成長するスマートフォンへの対応やア

フィリエイトサービスの販売拡充、ソーシャルアプリの新タイトルリリースに注力をいたしました。 

 また、当社の成長戦略において海外展開は不可欠であると考え、市場調査の開始及び事業展開の準備の為、中国

北京市に駐在事務所を設立いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,961,222千円（前年同四半期比20.4％増加）、営業利益

は278,207千円（前年同四半期比89.9％増加）、経常利益は293,440千円（前年同四半期比92.7％増加）、四半期純

利益は382,365千円（前年同四半期比661.4％増加）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３四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、520,750千円増加し3,541,406千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が160,069千円、受取手形及び売掛金が138,609千円、株式会社more gamesの株式

を取得したことによりのれんが40,323千円増加したこと等によります。 

(負債) 

 当第３四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、123,579千円増加し1,494,863千円となりまし

た。これは主に、買掛金が184,467千円増加した一方、法人税の納付等により未払法人税等が92,407千円減少した

こと等によります。 

(純資産) 

 当第３四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、397,170千円増加し2,046,542千円となりま

した。これは主に、利益剰余金が382,344千円増加したこと等によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月６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」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4,694千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 

 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３四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３四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,621,299 1,461,230

受取手形及び売掛金 1,082,774 944,164

その他 178,842 74,938

貸倒引当金 △12,118 △10,221

流動資産合計 2,870,797 2,470,111

固定資産   

有形固定資産 158,690 157,679

無形固定資産   

のれん 44,698 4,375

その他 212,279 131,284

無形固定資産合計 256,978 135,659

投資その他の資産 254,940 257,205

固定資産合計 670,608 550,543

資産合計 3,541,406 3,020,655

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,156,985 972,518

短期借入金 30,984 27,000

未払法人税等 3,336 95,743

賞与引当金 43,001 73,115

その他 169,161 111,816

流動負債合計 1,403,469 1,280,193

固定負債   

長期借入金 61,104 66,500

その他 30,290 24,590

固定負債合計 91,394 91,090

負債合計 1,494,863 1,371,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 953,255 947,410

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 459,265 76,921

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 2,037,561 1,649,372

少数株主持分 8,981 －

純資産合計 2,046,542 1,649,372

負債純資産合計 3,541,406 3,020,655
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,781,413 6,961,222

売上原価 4,467,243 5,375,869

売上総利益 1,314,169 1,585,352

販売費及び一般管理費 1,167,637 1,307,144

営業利益 146,531 278,207

営業外収益   

受取利息 244 199

持分法による投資利益 5,176 10,680

その他 1,751 5,992

営業外収益合計 7,171 16,872

営業外費用   

支払利息 1,394 1,634

その他 － 5

営業外費用合計 1,394 1,639

経常利益 152,309 293,440

特別利益   

子会社株式売却益 － 738

貸倒引当金戻入額 627 －

ポイント引当金戻入額 1,254 －

特別利益合計 1,881 738

特別損失   

固定資産除却損 1,808 331

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 1,808 4,473

税金等調整前四半期純利益 152,381 289,704

法人税、住民税及び事業税 51,061 3,025

法人税等調整額 51,098 △94,651

法人税等合計 102,160 △91,626

少数株主損益調整前四半期純利益 － 381,331

少数株主損失（△） － △1,033

四半期純利益 50,221 382,365
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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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