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 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。 

  

   

 

 
  

  

 
(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 
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1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９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３四半期 2,331 11.8 317 0.5 306 △5.2 159 8.2

22年12月期第３四半期 2,084 46.2 316 39.9 323 39.4 147 16.4

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３四半期 18. 33 17. 91

22年12月期第３四半期 37. 02 -

 (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３四半期 3,505 3,241 91.4 354.19

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３四半期 3,202百万円 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３Ｑ 9,042,400株 22年12月期 4,108,601株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ -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３Ｑ 8,708,982株 22年12月期３Ｑ 3,985,425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３四半期連結累計期間（平成23年1月１日から平成23年９月30日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災の影響による経済の停滞に一定の目処がついたものの、欧州の債務危機に対する世界的な

金融不安や欧米景気の減速など、新たな不安材料により先行きは極めて不透明な状況にあり、企業のシ

ステム開発を含む設備投資や個人消費は、本格的な回復には至っておりません。 

 一方、当社が属するインターネット市場では、新モデルのスマートフォンが次々に発表されるなど、

モバイルコンピューティングが一層の高まりを見せる一方で、国家や企業に対するサイバーテロが頻発

するなど、システムのセキュリティへの関心も高まりました。 

 そのような状況の中で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、データのセキュアな管理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

チャンスととらえ、新たなクラウドサービスの研究開発活動に積極的に取り組んでまいりました。この

研究開発活動の第一弾として、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。 

 また、平成23年11月中旬には、当社主力サービス「Synergy!」を通じて培った高い技術力やノウハウ

を集約して開発した次世代型のマーケティングシステム「Synergy!360」の提供を開始します。更に、

あらゆる業種、業態の企業様のデータ分析を行うことで、よりリアルなお客様のニーズを把握し、企業

様のマーケティングROIの 適化を実現する「インサイトボックス」についても同じく平成23年11月中

旬からサービス提供を開始します。 

 これらの新サービスの提供に先立ち、広告宣伝活動に注力するとともに、ブランディングプロジェク

トを立ち上げ、当社の競争優位を実現するブランド力の確立を推進してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、「Synergy!」の有効アカウント数が平成22年12

月末の1,496件から平成23年９月末は1,726件と順調に増加（230件の増加）したことにより2,331,021千

円（前年同期比11.8％増）となりました。営業利益については、広告宣伝費、ブランディングコンサル

ティングフィー、研究開発費の増加により、317,735千円（前年同期比0.5％増）となり、経常利益は

306,136千円（前年同期比5.2％減）となり、四半期純利益は159,678千円（前年同期比8.2％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。加えて、「Synergy!360」や「インサイトボックス」のサービス

開始を見据え、研究開発活動に21,840千円（前年同期18,520千円）を、新サービスの広告宣伝活動に

34,000千円（前年同期21,326千円）を、またブランド力強化のためのブランディングプロジェクトに

7,313千円（前年同期－千円）を先行投資するとともに、人員を拡充したことで、人件費が298,985千円

（前年同期187,823千円）となりました。 

 以上の結果、売上高は902,019千円、セグメント利益は220,372千円となりました。 

  

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668,091千円、セグメント利益は

63,720千円となりました。 

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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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760,910千円、セグメント利益は25,507千円となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,073,828千円増加し、1,973,107千円となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が85,385千円減少したものの、第三者割当及び新株発行増資等により現金及び

預金が533,801千円、有価証券600,046千円増加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379,243千円増加し、1,532,138千円となりました。これは、

償却によりのれんが42,714千円減少したものの、投資有価証券が221,958千円、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151,058千円増加したことなどが要因であります。 

 この結果、総資産は、3,505,245千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて194,505千円減少し、259,411千円となりました。これは、未

払法人税等が前期末に比べて86,392千円、流動負債のその他に含まれる未払金が50,819千円、支払手形

及び買掛金が32,360千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36,329千円減少し、4,000千円となりました。これは、長期

借入金24,000千円を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下落により繰延

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、263,411千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,683,907千円増加し、3,241,833千円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が90,886千円減少したものの、利益剰余金が126,936千円、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788,963千円、資本

剰余金が846,010千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 

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３四半期連結会計期間末 
(平成23年９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 1,001,429 467,628 

受取手形及び売掛金 271,434 356,820 

有価証券 600,046 － 

商品及び製品 25,013 12,966 

仕掛品 20,955 6,441 

繰延税金資産 5,651 17,721 

その他 51,166 39,299 

貸倒引当金 △2,590 △1,598 

流動資産合計 1,973,107 899,278 

固定資産   

有形固定資産 130,498 116,296 

無形固定資産   

のれん 159,143 201,858 

その他 321,105 170,046 

無形固定資産合計 480,248 371,904 

投資その他の資産   

投資有価証券 773,621 551,663 

その他 149,540 116,745 

貸倒引当金 △1,771 △3,715 

投資その他の資産合計 921,390 664,693 

固定資産合計 1,532,138 1,152,894 

資産合計 3,505,245 2,052,172 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 53,275 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 28,456 114,848 

その他 145,679 221,432 

流動負債合計 259,411 453,917 

固定負債   

長期借入金 4,000 28,000 

その他 － 12,329 

固定負債合計 4,000 40,329 

負債合計 263,411 494,247 
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23年９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 1,154,263 365,300 

資本剰余金 1,113,439 267,428 

利益剰余金 991,101 864,165 

自己株式 － △8,240 

株主資本合計 3,258,805 1,488,653 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56,096 34,790 

評価・換算差額等合計 △56,096 34,790 

少数株主持分 39,124 34,480 

純資産合計 3,241,833 1,557,925 

負債純資産合計 3,505,245 2,052,172 
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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22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,084,218 2,331,021 

売上原価 1,079,796 1,098,980 

売上総利益 1,004,421 1,232,041 

販売費及び一般管理費 688,258 914,305 

営業利益 316,163 317,735 

営業外収益   

受取利息 1,018 3,250 

受取配当金 6,595 6,639 

その他 444 315 

営業外収益合計 8,058 10,205 

営業外費用   

支払利息 1,074 654 

株式交付費 － 12,236 

為替差損 － 8,880 

その他 68 33 

営業外費用合計 1,143 21,804 

経常利益 323,078 306,136 

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   

固定資産除却損 － 163 

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 33,708 163 

税金等調整前四半期純利益 290,325 305,972 

法人税、住民税及び事業税 145,709 128,260 

法人税等調整額 △11,201 12,428 

法人税等合計 134,508 140,688 

少数株主損益調整前四半期純利益 155,816 165,283 

少数株主利益 8,263 5,605 

四半期純利益 147,553 159,678 
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 764,169 733,586 

売上原価 413,689 330,237 

売上総利益 350,479 403,349 

販売費及び一般管理費 241,808 318,224 

営業利益 108,671 85,124 

営業外収益   

受取利息 63 3,096 

その他 282 151 

営業外収益合計 346 3,247 

営業外費用   

支払利息 323 185 

株式交付費 － 528 

為替差損 － 8,880 

その他 9 － 

営業外費用合計 332 9,594 

経常利益 108,684 78,776 

特別損失   

固定資産除却損 － 163 

特別損失合計 － 163 

税金等調整前四半期純利益 108,684 78,612 

法人税、住民税及び事業税 49,634 34,100 

法人税等調整額 273 5,338 

法人税等合計 49,907 39,439 

少数株主損益調整前四半期純利益 58,776 39,173 

少数株主利益 2,420 2,047 

四半期純利益 56,356 37,125 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 290,325 305,972 

減価償却費 48,405 64,570 

のれん償却額 44,176 42,714 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △678 2,288 

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 － 12,236 

受取利息及び受取配当金 △7,613 △9,890 

支払利息 1,074 654 

為替差損益（△は益） － 8,880 

固定資産除却損 － 163 

売上債権の増減額（△は増加） 31,655 85,385 

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,553 △26,560 

仕入債務の増減額（△は減少） △13,644 △32,360 

その他 △69,945 △37,192 

小計 294,246 416,863 

利息及び配当金の受取額 7,613 9,890 

利息の支払額 △1,007 △588 

法人税等の支払額 △226,417 △215,494 

営業活動によるキャッシュ・フロー 74,434 210,670 

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 △30,000 △70,000 

定期預金の払戻による収入 － 80,000 

有形固定資産の取得による支出 △25,422 △98,655 

無形固定資産の取得による支出 △50,824 △183,808 

投資有価証券の取得による支出 － △380,266 

投資有価証券の償還による収入 50,000 2,400 

長期前払費用の取得による支出 － △11,652 

敷金の差入による支出 △60,148 － 

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 △332 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,228 △638,748 

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 △24,000 △24,000 

株式の発行による収入 － 1,531,426 

ストックオプションの行使による収入 － 34,139 

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 △24,437 △28,109 

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 △54,211 1,577,907 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △5,980 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128,005 1,143,848 

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 242,663 1,571,476 
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

 
(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３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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。 

  

(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 269,554 209,190 285,424 764,169 - 764,169

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 5,820 - 5,820 △5,820 -

計 269,554 215,010 285,424 769,989 △5,820 764,169

営業利益 104,196 △14,537 15,669 105,328 3,342 108,671

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 768,803 549,080 766,334 2,084,218 - 2,084,218

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 29,860 - 29,860 △29,860 -

計 768,803 578,940 766,334 2,114,078 △29,860 2,084,218

営業利益 292,811 △23,790 45,917 314,938 1,224 316,163
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前第３四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

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３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結会計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額8,134千円は、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 902,019 668,091 760,910 2,331,021 - 2,331,021

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 12,297 21 12,318 △12,318 -

計 902,019 680,388 760,931 2,343,340 △12,318 2,331,021

セグメント利益又は損失（△） 220,372 63,720 25,507 309,601 8,134 317,735
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 当第３四半期連結会計期間(自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日) 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額2,513千円は、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３四半期連結会計期間末(平成23年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成23年１月１

日 至 平成23年９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３四半期連結会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

(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 308,993 175,362 249,231 733,586 - 733,586

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 1,740 - 1,740 △1,740 -

計 308,993 177,102 249,231 735,326 △1,740 733,586

セグメント利益又は損失（△） 66,088 5,692 10,829 82,610 2,513 85,124

(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

シナジーマーケティング㈱(3859)平成23年12月期第３四半期決算短信

－12－




