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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12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 ％

24年9月期第1四半期 2,449 10.9 81 1.1 79 △1.6 31 25.2
23年9月期第1四半期 2,208 22.1 80 ― 80 ― 25 ―

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 33百万円 （31.5％） 23年9月期第1四半期 25百万円 （―％）

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9月期第1四半期 960.86 949.23
23年9月期第1四半期 783.47 767.79

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 3,673 2,127 57.6
23年9月期 3,598 2,103 58.2

（参考） 自己資本  24年9月期第1四半期  2,117百万円 23年9月期  2,094百万円

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  

平成24年９月期の配当予定額については未定です。 

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9月期 ― 0.00 ― 650.00 650.00

24年9月期 ―

24年9月期（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,866 7.4 196 △5.1 192 △8.5 103 △69.1 3,141.50
通期 10,258 8.4 419 15.8 410 10.3 221 △49.3 6,714.32



(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。業績予想の前提となる条件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、添付資料
Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

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9月期1Q 34,366 株 23年9月期 33,852 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 920 株 23年9月期 920 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 33,160 株 23年9月期1Q 32,485 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の我が国の経済状況は、国内株式の株価低迷や円高、欧米経済の先行き不安など、経

済環境は依然として先行き不透明感が強い中で、国内の個人消費には改善傾向が見られるなど、全体として緩やか

な持ち直しの動きが見られました。 

 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、スマートフォンへ

の切り替えが進むデバイス環境の変化に対応し、関連する広告サービスも多様化しております。また、インターネ

ットメディアサービスは、昨年から引き続きソーシャルプラットフォームの成長が牽引し、これからの展開が注目

されております。 

 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、スマートフォンへの対応強化や広告提供

商材の多角化、ソーシャルアプリの新タイトルリリースに注力いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,449,576千円（前年同四半期比10.9％増加）、営業利益

は81,126千円（前年同四半期比1.1％増加）、経常利益は79,398千円（前年同四半期比1.6％減少）、四半期純利益

は31,862千円（前年同四半期比25.2％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１四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、75,266千円増加し3,673,706千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が49,405千円増加となったことと売掛金が38,152千円増加したことによります。

  

(負債) 

 当第１四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、50,857千円増加し1,546,073千円となりまし

た。これは主に、買掛金が41,891千円増加したことによります。 

  

(純資産) 

 当第１四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、24,408千円増加し2,127,632千円となりま

した。これは主に、資本金が12,355千円増加となったことと利益剰余金が10,456千円増加したことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月８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）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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,624,302 1,673,708

売掛金 1,118,651 1,156,804

その他 150,051 121,819

貸倒引当金 △5,245 △3,533

流動資産合計 2,887,760 2,948,798

固定資産   

有形固定資産 74,764 108,578

無形固定資産   

のれん 41,967 39,237

その他 228,503 248,896

無形固定資産合計 270,471 288,133

投資その他の資産 365,443 328,195

固定資産合計 710,679 724,908

資産合計 3,598,440 3,673,706

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,225,414 1,267,305

未払法人税等 6,170 3,393

賞与引当金 74,542 41,086

その他 156,399 197,098

流動負債合計 1,462,526 1,508,883

固定負債   

その他 32,690 37,190

固定負債合計 32,690 37,190

負債合計 1,495,216 1,546,073

純資産の部   

株主資本   

資本金 956,980 969,335

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 512,691 523,148

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 2,094,712 2,117,524

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 994

その他の包括利益累計額合計 － 994

少数株主持分 8,511 9,114

純資産合計 2,103,223 2,127,632

負債純資産合計 3,598,440 3,673,706
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（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10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,208,783 2,449,576

売上原価 1,716,592 1,899,916

売上総利益 492,191 549,660

販売費及び一般管理費 411,940 468,533

営業利益 80,250 81,126

営業外収益   

受取利息 3 0

持分法による投資利益 729 －

その他 256 15

営業外収益合計 989 15

営業外費用   

支払利息 546 －

持分法による投資損失 － 1,743

営業外費用合計 546 1,743

経常利益 80,693 79,398

特別利益   

投資有価証券売却益 － 499

特別利益合計 － 499

特別損失   

固定資産除却損 － 8,934

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 4,142 8,934

税金等調整前四半期純利益 76,550 70,963

法人税、住民税及び事業税 30,727 1,424

法人税等調整額 20,372 37,073

法人税等合計 51,099 38,498

少数株主損益調整前四半期純利益 25,451 32,465

少数株主利益 － 602

四半期純利益 25,451 31,862
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,451 32,465

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 994

その他の包括利益合計 － 994

四半期包括利益 25,451 33,459

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 25,451 32,857

少数株主に係る四半期包括利益 － 602
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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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