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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 2,630 9.1 355 6.0 362 6.8 201 △7.5
23年3月期第2四半期 2,411 14.7 335 23.0 339 19.4 218 △8.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 201百万円 （△7.5％） 23年3月期第2四半期 218百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 3,197.71 3,188.72
23年3月期第2四半期 3,460.38 3,448.67

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

24年3月期第2四半期 6,461 5,412 83.8 85,731.36
23年3月期 6,309 5,303 84.1 84,046.96
（参考） 自己資本 24年3月期第2四半期 5,412百万円 23年3月期 5,303百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

23年3月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

通期 5,400 10.2 700 7.4 700 6.0 350 33.1 5,546.58



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引

法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 63,136 株 23年3月期 63,102 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 63,118 株 23年3月期2Q 63,082 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による電力供給の制約や原子力災害、

さらに、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念が依然として残る中、各種政策効果を背景に景気の持ち直し傾向が続

くことが期待されるものの、依然として厳しい状況が続きました。

このような経済環境のもと、国内自動車市場は、東日本大震災による国内自動車産業の生産活動の低下により、

自動車供給が一時的に困難な状況になったことから、新車の販売台数が著しく減少し、他方、広告市場は、広告出

稿の自粛が生じたことから出稿量が著しく減少する等、それぞれの市場において回復の兆しはみられるものの厳し

い環境でありました。社団法人日本自動車販売協会連合会の発表によると、平成23年４月から９月の登録車（排気

量660cc超）の新車販売台数は累計で約124万台（前年比74.4％）、軽自動車（排気量660cc以下）の販売台数は累計

で約69万台（前年比80.1％）となり、新車販売全体として前年度を著しく下回る水準になり、中古車の登録台数に

おいても、平成23年４月から９月において累計で約180万台（前年比94.3％）となり、一部の地域における震災復興

の特需等により著しい減少はなかったものの、引き続き低水準で推移しました。また、中古車輸出市場は、平成23

年４月から８月の輸出台数は累計で約36万台（前年比97.8％）となり、前年度を下回りました（日本中古車輸出業

協同組合調べ）。

当社グループは、このような事業環境において、当第２四半期連結累計期間も、「クルマ」に特化した専門性の

高いインターネットメディア事業を展開し、自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」、ソーシャル・ネットワー

キング・サービス（ＳＮＳ)「みんなのカーライフ」(通称 みんカラ)、世界的に中古車の流通を支援するウェブサ

イト「tradecarview.com」の３つのウェブサイトにおけるインターネットメディアとしての価値の向上、当社グル

ープが提供するインターネット広告サービスを利用する事業者の開拓及び事業者間ネットワークの構築を中心に事

業を進めてまいりました。

当社グループの主力サービスである「中古車査定仲介サービス」の利用者数が増加、また、「PayTrade」の利用

促進や「みんカラ」関連の広告サービスを提供することにより、当社グループ全体の収益力の向上に努めた結果、

営業費用は増大しながらも、当第２四半期連結累計期間の売上高、売上総利益、経常利益としては、過去最高の業

績となりました。他方、平成23年９月度の「carview.co.jp」及び「みんカラ」並びに「tradecarview.com」の月間

総ページビュー数は約５億3502万ページビュー(前年同月比0.6％減)となり、前年度とほぼ同水準で推移しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,630,691千円（前年同四半期比9.1％増）、経常利

益362,309千円（前年同四半期比6.8％増）、四半期純利益201,833千円（前年同四半期比7.5％減）となりました。 

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

（国内事業）

当第２四半期連結累計期間における国内事業は、東日本大震災の影響を受け、新車販売台数が大幅に減少した状

況において、主要サービスである「中古車査定仲介サービス」の当第２四半期連結累計期間の利用者数の合計が約

204千人（前年同四半期比7.6％増）となる等、営業費用の増加はありながらも、売上高の増加に大きく寄与した結

果、セグメント利益は増加しました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間の国内事業の業績は、売上高

1,636,282千円（前年同四半期比10.7％増）、セグメント利益354,332千円（前年同四半期比26.3％増）となりまし

た。

（海外事業）

当第２四半期連結累計期間における海外事業は、広告媒体である「tradecarview.com」における主要サービスで

ある「トレードカービュー車両掲載サービス」を利用する事業者において、平成22年５月度より提供を開始した

「PayTrade」サービス等の利用の促進が売上高の増加に寄与したものの、営業費用が増加した結果、セグメント利

益は減少しました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間の海外事業の業績は、売上高602,236千円（前年同四半

期比18.8％増）、セグメント利益207,172千円（前年同四半期比3.1％減）となりました。

（広告事業）

当第２四半期連結累計期間における広告事業は、東日本大震災の影響を受け、自動車関連のナショナルクライア

ントにおける広告出稿が自粛される厳しい状況において、より一層の企画広告の品質と価値の向上に努めた営業活

動を行い、また、営業費用の抑制に努めましたが、売上高及びセグメント利益は減少しました。以上の結果、当第

２四半期連結累計期間の広告事業の業績は、売上高167,779千円（前年同四半期比14.9％減）、セグメント利益

13,151千円（前年同四半期比54.8％減）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（ＳＮＳ事業）

当第２四半期連結累計期間におけるＳＮＳ事業は、「クルマ」に関する専門性や地域性の高い消費者発信型メデ

ィアである「みんカラ」の価値を向上させるとともに、「みんカラ＋（プラス）」を中心とした広告サービスを提

供することにより、新たにパーツ等の自動車用品事業者の開拓を進めましたが、東日本大震災の影響を受け、事業

者数が伸び悩み、また、広告出稿が自粛される厳しい状況において、売上高はほぼ前年同四半期の水準を維持しま

したが、営業費用が増加したことから、セグメント利益は減少しました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間

のＳＮＳ事業の業績は、売上高294,152千円（前年同四半期比1.0％減）、セグメント利益14,422千円（前年同四半

期比57.2％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、5,025,878千円(前

年同四半期比247,274千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、382,117千円(前年同四半期比10,454千円増)となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純利益321,410千円及び減価償却費65,717千円の計上、法人税等の支払額114,584千円によるものであ

ります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、112,017千円(前年同四半期比108,727千円減)となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出119,814千円、有形固定資産の売却による収入100,179千円、無形固定資産の取得による支出

54,987千円、差入保証金の差入による支出37,394千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、92,141千円(前年同四半期比532千円減)となりました。これは、株式の発行によ

る収入2,024千円、配当金の支払額94,165千円によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の業績予想につきまして、平成23年10月21日付で修正をしております。

当第２四半期累計期間におきまして、当社の主力サービスのひとつである「中古車査定仲介サービス」の利用者

の集客活動が計画を上回る水準で推移いたしました。その結果、売上高は堅調に推移し、営業利益、経常利益、四

半期純利益ともに平成23年３月期決算短信でお知らせした業績予想を上回りました。

なお、通期業績予想につきましては、現時点では修正の予定はありません。業績予想修正の必要が生じた場合

は、速やかに、開示いたします。

※詳細につきましては、平成23年10月21日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,849,247 5,025,878

売掛金 627,193 673,534

仕掛品 2,541 726

前払費用 152,282 159,693

繰延税金資産 139,369 123,288

その他 2,617 5,131

貸倒引当金 △105,260 △119,416

流動資産合計 5,667,991 5,868,837

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 50,113 78,524

機械装置及び運搬具（純額） 106,531 －

工具、器具及び備品（純額） 130,705 177,607

有形固定資産合計 287,349 256,132

無形固定資産

商標権 42,657 40,436

ソフトウエア 96,871 127,432

その他 14,507 7,655

無形固定資産合計 154,036 175,524

投資その他の資産

繰延税金資産 92,188 15,307

差入保証金 108,064 145,459

投資その他の資産合計 200,253 160,767

固定資産合計 641,638 592,423

資産合計 6,309,630 6,461,261



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 194,872 213,534

未払金 126,476 117,931

未払費用 153,107 117,314

未払法人税等 135,404 46,509

未払消費税等 10,102 23,325

その他 358,382 493,074

流動負債合計 978,345 1,011,691

固定負債

資産除去債務 27,753 36,834

固定負債合計 27,753 36,834

負債合計 1,006,099 1,048,525

純資産の部

株主資本

資本金 1,570,676 1,571,688

資本剰余金 1,706,838 1,707,850

利益剰余金 2,026,015 2,133,196

株主資本合計 5,303,531 5,412,735

純資産合計 5,303,531 5,412,735

負債純資産合計 6,309,630 6,461,261



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（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４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,411,450 2,630,691

売上原価 1,006,733 1,074,385

売上総利益 1,404,717 1,556,305

販売費及び一般管理費 1,069,381 1,200,978

営業利益 335,335 355,327

営業外収益

受取利息 3,454 2,006

違約金収入 983 1,736

還付消費税等 － 2,180

その他 1,218 2,384

営業外収益合計 5,655 8,309

営業外費用

為替差損 1,650 1,326

その他 12 －

営業外費用合計 1,662 1,326

経常利益 339,329 362,309

特別損失

固定資産除却損 629 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,805 －

損害賠償金 － 34,967

その他 － 5,931

特別損失合計 13,434 40,899

税金等調整前四半期純利益 325,894 321,410

法人税、住民税及び事業税 128,487 26,615

法人税等調整額 △20,881 92,961

法人税等合計 107,606 119,577

少数株主損益調整前四半期純利益 218,287 201,833

四半期純利益 218,287 201,833



（四半期連結包括利益計算書）
（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４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 218,287 201,833

四半期包括利益 218,287 201,833

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 218,287 201,833



（四半期連結損益計算書）
（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７月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,228,524 1,394,841

売上原価 489,101 579,770

売上総利益 739,423 815,071

販売費及び一般管理費 559,383 623,491

営業利益 180,039 191,580

営業外収益

受取利息 1,609 1,056

償却債権取立益 － 791

その他 1,124 964

営業外収益合計 2,733 2,812

営業外費用

為替差損 844 856

営業外費用合計 844 856

経常利益 181,929 193,535

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 285 －

特別損失合計 285 －

税金等調整前四半期純利益 181,643 193,535

法人税、住民税及び事業税 96,303 25,620

法人税等調整額 △20,127 40,991

法人税等合計 76,176 66,612

少数株主損益調整前四半期純利益 105,467 126,923

四半期純利益 105,467 126,923



（四半期連結包括利益計算書）
（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７月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 105,467 126,923

四半期包括利益 105,467 126,923

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 105,467 126,923



（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４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 325,894 321,410

減価償却費 49,596 65,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,894 14,156

受取利息及び受取配当金 △3,454 △2,006

為替差損益（△は益） 1,650 1,326

固定資産除却損 629 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,805 －

損害賠償損失 － 34,967

その他の特別損益（△は益） － 5,931

売上債権の増減額（△は増加） 78,821 △46,341

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,392 1,815

その他の資産の増減額（△は増加） 42,988 △9,533

仕入債務の増減額（△は減少） △53,295 18,661

未払金の増減額（△は減少） △3,852 18,682

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,675 13,223

預り金の増減額（△は減少） 133,480 162,001

その他の負債の増減額（△は減少） 5,420 △69,959

小計 568,506 530,053

利息及び配当金の受取額 3,123 1,615

損害賠償金の支払額 － △34,967

法人税等の支払額 △199,967 △114,584

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,662 382,117

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 △162,065 △119,814

有形固定資産の売却による収入 － 100,179

無形固定資産の取得による支出 △48,290 △54,987

差入保証金の差入による支出 △20,122 △37,394

差入保証金の回収による収入 9,733 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △220,744 △112,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 989 2,024

配当金の支払額 △93,663 △94,165

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,674 △92,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,650 △1,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,594 176,631

現金及び現金同等物の期首残高 4,722,010 4,849,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,778,604 5,025,878



該当事項はありません。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

１．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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

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

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）セグメント情報等

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,477,536 474,063 165,085 294,764 2,411,450

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 32,700 32,079 2,267 67,047

計 1,477,536 506,763 197,165 297,032 2,478,498

セグメント利益 280,553 213,758 29,075 33,713 557,101

利益 金額

報告セグメント計 557,101

全社費用（注） △221,765

四半期連結損益計算書の営業利益 335,335



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

１．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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

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

該当事項はありません。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,636,282 570,436 133,789 290,182 2,630,691

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 31,800 33,990 3,969 69,759

計 1,636,282 602,236 167,779 294,152 2,700,450

セグメント利益 354,332 207,172 13,151 14,422 589,078

利益 金額

報告セグメント計 589,078

全社費用（注） △233,750

四半期連結損益計算書の営業利益 355,327



Ⅲ 前第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）

１．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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

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

該当事項はありません。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
721,875 264,868 93,421 148,359 1,228,524

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 16,100 15,402 1,047 32,549

計 721,875 280,968 108,824 149,406 1,261,074

セグメント利益 132,594 126,251 27,765 89 286,701

利益 金額

報告セグメント計 286,701

全社費用（注） △106,661

四半期連結損益計算書の営業利益 180,039



Ⅳ 当第２四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日）

１．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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

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

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

報告セグメント

合計
国内事業 海外事業 広告事業 SNS事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
883,302 283,226 81,318 146,993 1,394,841

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 16,250 16,407 1,603 34,260

計 883,302 299,476 97,725 148,596 1,429,102

セグメント利益 193,595 80,426 18,669 1,630 294,322

利益 金額

報告セグメント計 294,322

全社費用（注） △102,742

四半期連結損益計算書の営業利益 191,580

（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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