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1.  平成23年12月期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

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。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期 3,222 7.3 467 0.1 459 △2.8 233 0.6
22年12月期 3,002 38.4 466 17.2 472 17.4 232 7.1
（注）包括利益 23年12月期 163百万円 （―％） 22年12月期 318百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年12月期 26.56 25.98 9.7 16.1 14.5
22年12月期 57.95 57.37 17.1 25.4 15.6
（参考） 持分法投資損益 23年12月期  ―百万円 22年12月期  ―百万円

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 3,672 3,333 89.7 363.89
22年12月期 2,052 1,557 74.2 372.23
（参考） 自己資本   23年12月期  3,292百万円 22年12月期  1,523百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年12月期 362 △885 1,572 1,474
22年12月期 277 △221 1 427

2.  配当の状況 

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。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 32 13.8 2.4
23年12月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 40 16.9 1.6
24年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 16.6

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31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） 

 

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) 1,607 0.6 174 △25.1 181 △20.4 99 △19.0 10.96
通期 3,521 9.3 474 1.5 481 4.7 273 17.0 30.21



4.  その他 
(1) 期中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  

(注) 当事業年度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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 9,048,800 株 22年12月期 4,108,601 株
② 期末自己株式数 23年12月期 ― 株 22年12月期 15,800 株
③ 期中平均株式数 23年12月期 8,793,535 株 22年12月期 4,006,130 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年12月期の個別業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

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。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期 2,218 13.1 425 6.0 426 4.6 243 10.8
22年12月期 1,961 20.6 401 18.7 407 18.3 219 11.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年12月期 27.65 27.05
22年12月期 54.75 54.21

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 3,558 3,306 92.9 365.45
22年12月期 2,016 1,527 75.8 373.33
（参考） 自己資本 23年12月期  3,306百万円 22年12月期  1,527百万円

2.  平成24年12月期の個別業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31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） 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,122 2.4 185 △13.3 101 △21.6 11.26
通期 2,400 8.2 469 10.3 266 9.7 29.48



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………３ 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………４ 

２．経営方針 …………………………………………………………………………………４ 

（１）会社の経営の基本方針、中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処 

   すべき課題 ……………………………………………………………………………４ 

（２）目標とする経営指標 …………………………………………………………………４ 

３．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………５ 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………５ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………７ 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………９ 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………11 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………13 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ………………………………13 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ………………………15 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………16 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………16 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………19 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………19 

  

○添付資料の目次

シナジーマーケティング㈱(3859) 平成23年12月期 決算短信

－1－



①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度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」の提供を開始いたしました。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「iNSIGHTBOX」についても同じく平成23年11月からサ

ービス提供を開始いたしました。 

 これらの新サービスの提供に先立ち、優秀なエンジニアの採用を積極的に進め、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、当連結会計年度の売上高は3,222,601千円（前連結会計年度3,002,663千円、前年同期比

7.3％増）、営業利益は467,364千円（前連結会計年度466,965千円、前年同期比0.1％増）、経常利益は

459,710千円（前連結会計年度472,966千円、前年同期比2.8％減）となり、当期純利益233,554千円（前

連結会計年度は232,143千円、前年同期比0.6％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。 

（イ）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「iNSIGHTBOX」の新サービスの

開発のため、研究開発活動に29,825千円（前年同期22,489千円）を、新サービスの広告宣伝活動に

42,777千円（前年同期28,856千円）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

11,646千円（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409,217千

円（前年同期284,541千円）となりました。 

 以上の結果、売上高は1,229,800千円、セグメント利益は288,107千円となりました。 

（ロ）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974,398千円、セグメント利益は

137,790千円となりました。 

（ハ） 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1,018,402千円、セグメント利益は30,265千円となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

当社グループが属するクラウドコンピューティングの市場については、「①当連結会計年度の経営成

績」にも記載のとおり、市場規模の拡大が予測されております。 

このような状況において、当社グループはセールスフォース・ドットコム・インクとの業務・資本提

携に象徴されるように、クラウドコンピューティング市場CRM分野におけるリーディングカンパニーと

なるべく、事業を展開しております。 

次期について、売上高は、クラウドサービス売上高を中心に引き続き堅調に伸長する見通しです。 

 営業利益については、当連結会計年度と比較し、微増に留まる見通しであります。こちらにつきまし

ては、昨今のクラウドコンピューティングを取り巻く技術、サービスの急激な変化に対応すべく、専門

部署を立ち上げ試験研究活動に積極的に投資を行うとともに、首都圏での営業力を強化するため、ミド

ルマネージメント層の強化を中心とした人材への投資を引き続き行うことが主な要因であります。 

以上により、次期の連結業績見通しについては、売上高3,521百万円（当連結会計年度比9.3％増）、

営業利益474百万円（当連結会計年度比1.5％増）、経常利益481百万円（当連結会計年度比4.7％増）、

当期純利益273百万円（当連結会計年度比17.0％増）を予定しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,140,324千円増加し、2,039,603千円となりました。これ

は、有価証券が600,096千円、現金及び預金が523,886千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480,149千円増加し、1,633,043千円となりました。これは、

投資有価証券の取得等により323,955千円増加したこと、「Synergy!360」「iNSIGHTBOX」等の開発によ

り、ソフトウェアが263,012千円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,620,474千円増加し、3,672,647千円となりまし

た。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて114,496千円減少し、339,421千円となりました。これは、本

社移転に伴う費用等の支払により未払金が91,504千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40,329千円減少し、0千円となりました。これは、返済によ

り長期借入金が28,000千円減少したこと、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、前連結会計年度末に比べて154,825千円減少し、339,421千円となりました。

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,775,300千円増加し、3,333,225千円となりました。これ

は、利益剰余金が200,811千円、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790,317千円、資本剰余金が847,364千円増加したことなどによります。 

（２）財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て1,047,042千円増加し、1,474,671千円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、362,245千円の収入となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益444,452千円、減価償却費98,370千円を計上したものの、法人税等の支払額214,907千円な

どの支出によるものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、885,059千円の支出となりました。これは主に、投資有価証

券の取得による支出455,566千円、新サービスの販売開始に伴う無形固定資産の取得による支出257,896

千円、有形固定資産の取得による支出109,187千円によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,572,523千円の収入となりました。これは主に、長期借入

金の返済による支出32,000千円があったものの、株式の発行による収入1,531,426千円、自己株式の処

分による収入65,412千円があったためであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

１．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２．平成18年12月期については、非上場であるため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

４．平成20年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債がないため記載してお

りません。 

５．インタレスト・カバレッジ・レシオは、上記いずれの期においても利払いが極めて小額のため、記載し

ておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社は、お客様に貢献することが当社の存在価値であると考えております。当社では、あるべきエー

ジェント事業の姿の追求、より顧客ニーズにフィットしたサービスの開発、CRM活動の強化等を通し

て、顧客貢献を実現し、一層の業績向上を目指します。 

利益価値及び企業価値の増大を目的とし、１株当たり当期純利益を重要経営指標と定め、その向上を

目指しております。 

  

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率 80.8 82.4 70.9 74.2 89.7

時価ベースの自己資本比率 476.2 120.2 119.5 1,302.3 264.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

4.3 － 29.3 21.64 7.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － － －

（３）継続企業の前提に関する重要事象等

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針、中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

（２）目標とする経営指標
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 467,628 991,514 

受取手形及び売掛金 356,820 357,629 

有価証券 － 600,096 

商品及び製品 12,966 29,119 

仕掛品 6,441 12,583 

繰延税金資産 17,721 13,282 

前払費用 36,736 35,951 

その他 2,562 2,282 

貸倒引当金 △1,598 △2,857 

流動資産合計 899,278 2,039,603 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 64,265 65,964 

減価償却累計額 △4,839 △16,116 

建物及び構築物（純額） 59,425 49,848 

工具、器具及び備品 142,709 183,663 

減価償却累計額 △85,839 △113,904 

工具、器具及び備品（純額） 56,870 69,759 

有形固定資産合計 116,296 119,607 

無形固定資産   

のれん 201,858 144,905 

ソフトウエア 93,981 356,993 

ソフトウエア仮勘定 76,034 3,454 

その他 29 29 

無形固定資産合計 371,904 505,383 

投資その他の資産   

投資有価証券 551,663 875,618 

繰延税金資産 － 33,307 

差入保証金 110,430 85,532 

その他 6,314 15,846 

貸倒引当金 △3,715 △2,252 

投資その他の資産合計 664,693 1,008,052 

固定資産合計 1,152,894 1,633,043 

資産合計 2,052,172 3,672,647 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 85,636 79,756 

1年内返済予定の長期借入金 32,000 28,000 

未払金 154,788 63,284 

未払法人税等 114,848 104,037 

未払消費税等 18,493 22,043 

預り金 17,037 22,405 

その他 31,113 19,894 

流動負債合計 453,917 339,421 

固定負債   

長期借入金 28,000 － 

繰延税金負債 12,329 － 

固定負債合計 40,329 － 

負債合計 494,247 339,421 

純資産の部   

株主資本   

資本金 365,300 1,155,617 

資本剰余金 267,428 1,114,793 

利益剰余金 864,165 1,064,977 

自己株式 △8,240 － 

株主資本合計 1,488,653 3,335,388 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 34,790 △42,575 

その他の包括利益累計額合計 34,790 △42,575 

少数株主持分 34,480 40,413 

純資産合計 1,557,925 3,333,225 

負債純資産合計 2,052,172 3,672,647 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,002,663 3,222,601 

売上原価 1,579,003 1,513,599 

売上総利益 1,423,660 1,709,002 

販売費及び一般管理費 956,694 1,241,637 

営業利益 466,965 467,364 

営業外収益   

受取利息 1,142 3,689 

受取配当金 6,595 6,639 

その他 489 786 

営業外収益合計 8,227 11,115 

営業外費用   

支払利息 1,371 803 

株式交付費 795 12,236 

自己株式取得費用 59 － 

為替差損 － 5,696 

その他 － 33 

営業外費用合計 2,226 18,769 

経常利益 472,966 459,710 

特別利益   

事業譲渡益 3,200 － 

投資有価証券償還益 955 － 

特別利益合計 4,155 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 15,257 

事務所等移転費用 36,092 － 

特別損失合計 36,092 15,257 

税金等調整前当期純利益 441,029 444,452 

法人税、住民税及び事業税 210,591 197,928 

法人税等調整額 △12,703 6,074 

法人税等合計 197,888 204,003 

少数株主損益調整前当期純利益 － 240,448 

少数株主利益 10,998 6,894 

当期純利益 232,143 233,554 
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 240,448 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △77,366 

その他の包括利益合計 － △77,366 

包括利益 － 163,082 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 156,187 

少数株主に係る包括利益 － 6,894 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 333,300 365,300 

当期変動額   

新株の発行 32,000 771,894 

新株の発行（新株予約権の行使） － 18,423 

当期変動額合計 32,000 790,317 

当期末残高 365,300 1,155,617 

資本剰余金   

前期末残高 235,300 267,428 

当期変動額   

新株の発行 31,999 771,769 

新株の発行（新株予約権の行使） － 18,423 

自己株式の処分 129 57,171 

当期変動額合計 32,128 847,364 

当期末残高 267,428 1,114,793 

利益剰余金   

前期末残高 659,980 864,165 

当期変動額   

剰余金の配当 △27,958 △32,742 

当期純利益 232,143 233,554 

当期変動額合計 204,185 200,811 

当期末残高 864,165 1,064,977 

自己株式   

前期末残高 △2,735 △8,240 

当期変動額   

自己株式の取得 △5,714 － 

自己株式の処分 208 8,240 

当期変動額合計 △5,505 8,240 

当期末残高 △8,240 － 

株主資本合計   

前期末残高 1,225,845 1,488,653 

当期変動額   

新株の発行 63,999 1,543,663 

新株の発行（新株予約権の行使） － 36,846 

自己株式の処分 338 65,412 

剰余金の配当 △27,958 △32,742 

当期純利益 232,143 233,554 

自己株式の取得 △5,714 － 

当期変動額合計 262,808 1,846,734 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当期末残高 1,488,653 3,335,388 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △40,424 34,790 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75,214 △77,366 

当期変動額合計 75,214 △77,366 

当期末残高 34,790 △42,575 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △40,424 34,790 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75,214 △77,366 

当期変動額合計 75,214 △77,366 

当期末残高 34,790 △42,575 

少数株主持分   

前期末残高 38,163 34,480 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,682 5,932 

当期変動額合計 △3,682 5,932 

当期末残高 34,480 40,413 

純資産合計   

前期末残高 1,223,585 1,557,925 

当期変動額   

新株の発行 63,999 1,543,663 

新株の発行（新株予約権の行使） － 36,846 

自己株式の処分 338 65,412 

剰余金の配当 △27,958 △32,742 

当期純利益 232,143 233,554 

自己株式の取得 △5,714 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 71,531 △71,433 

当期変動額合計 334,340 1,775,300 

当期末残高 1,557,925 3,333,225 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 441,029 444,452 

減価償却費 67,358 98,370 

のれん償却額 58,415 56,952 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △880 3,154 

受取利息及び受取配当金 △7,737 △10,329 

支払利息 1,371 803 

投資有価証券償還損益（△は益） △955 － 

株式交付費 795 12,236 

為替差損益（△は益） － 5,696 

固定資産除却損 － 15,257 

自己株式取得手数料 59 － 

事業譲渡益 △3,200 － 

売上債権の増減額（△は増加） △72,288 △809 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,397 △22,294 

前払費用の増減額（△は増加） △9,011 694 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,597 △5,879 

未払金の増減額（△は減少） 3,808 △26,500 

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,867 3,549 

預り金の増減額（△は減少） △5,027 1,401 

前受収益の増減額（△は減少） 7,829 △7,766 

その他 26,515 △1,454 

小計 497,219 567,536 

利息及び配当金の受取額 7,737 10,329 

利息の支払額 △1,275 △712 

法人税等の支払額 △226,439 △214,907 

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,242 362,245 

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 △40,000 △159,000 

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 △30,599 △109,187 

無形固定資産の取得による支出 △111,255 △257,896 

投資有価証券の取得による支出 － △455,566 

投資有価証券の償還による収入 50,000 6,000 

事業譲渡による収入 2,200 － 

長期前払費用の取得による支出 △1,176 △12,702 

従業員に対する貸付けによる支出 △600 － 

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,600 － 

差入保証金の差入による支出 △60,207 － 

差入保証金の回収による収入 － 24,898 

子会社株式の取得による支出 △31,500 △1,605 

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,539 △885,059 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 △32,000 △32,000 

株式の発行による収入 63,204 1,531,426 

ストックオプションの行使による収入 338 36,846 

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 △24,511 △28,199 

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 1,256 1,572,523 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,666 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,959 1,047,042 

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期末残高 427,628 1,474,671 
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該当事項はありません。 

  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  １社 （1）連結子会社の数  １社

連結子会社の名称 連結子会社の名称

㈱ビーネット ㈱ビーネット

（2）非連結子会社の数  ２社 （2）非連結子会社の数  ３社

非連結子会社の名称 非連結子会社の名称

グローブコミュニケーション㈱ グローブコミュニケーション㈱

㈱ブライツ ㈱ブライツ

IMEX WORLD CO.,LTD.

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は小規模であり、総
資産、売上高、純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、連結財務諸表等に重要
な影響を及ぼしていないためであり
ます。

同 左

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社の名称
グローブコミュニケーション㈱
㈱ブライツ 
 
（持分法を適用していない理由）
 持分法非適用会社は、それぞれ当
期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分法の適用
から除外しております。

持分法を適用しない非連結子会社の名称
グローブコミュニケーション㈱
㈱ブライツ 
IMEX WORLD CO.,LTD.
（持分法を適用していない理由）
同 左

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項

 連結子会社の事業年度の末日は、連結
決算日と一致しております。

同 左

４ 会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準
及び評価方法

①有価証券 ①有価証券

イ 満期保有目的の債券 イ 満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）を採用して
おります。

同 左

ロ その他有価証券 ロ その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定）を採用しております。

同 左

時価のないもの 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用し
ております。

同 左

②デリバティブ取引により生ずる債権及び
債務

②デリバティブ取引により生ずる債権及び
債務

  時価法を採用しております。 同 左

③たな卸資産 ③たな卸資産

 イ 商品及び製品 イ 商品及び製品

 先入先出法に基づく原価法（収益
性の低下による簿価切下げの方法）
を採用しております。

同 左
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前連結会計年度
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日)

ロ 仕掛品 ロ 仕掛品

 個別法に基づく原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）を採
用しております。

同 左

（2）重要な減価償却資産の
減価償却方法

①有形固定資産 ①有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得したもの
 法人税法に規定する旧定率法によっ
ております。 
  
平成19年４月１日以降に取得したもの 
 法人税法に規定する定率法によって
おります。なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 
 建物及び構築物   ８～15年 
 工具、器具及び備品 ４～15年

同 左

②無形固定資産 ②無形固定資産

 定額法によっております。なお、自
社利用ソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（５年）に基づ
いております。

同 左

（3）重要な繰延資産の償却
方法

株式交付費 株式交付費

 支出時に全額費用として処理しており
ます。

同 左

（4）重要な引当金の計上基
準

貸倒引当金 貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

同 左

（5）のれんの償却方法及び
償却期間

――――― ５年間で均等償却しております。

（6）連結キャッシュ・フロ
ー計算書における資金
の範囲

――――― 手許現金、要求払預金及び取得日から
３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の
高い、容易に換金可能であり、かつ、価
値の変動について僅少なリスクしか負わ
ない短期的な投資であります。

（7）その他連結財務諸表作
成のための重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。

同 左

５ 連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用しており
ます。

 ―――――

６ のれん及び負ののれんの償
却に関する事項

 のれんの償却については、５年間の均
等償却を行っております。

 ―――――

７ 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、且つ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。

 ―――――
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

―――――

（工事契約に関する会計基準の適用）
 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につ
いては、従来、検収基準を適用しておりましたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号
平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19
年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会
計年度に着手した受注契約から、当連結会計年度末ま
での進捗部分について成果の確実性が認められる受注
契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積り
は原価比例法）を、その他の受注契約については検収
基準を適用しております。 
 なお、この変更による損益に与える影響はありませ
ん。

（資産除去債務に関する会計基準の適用）
当連結会計年度より、「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

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

（連結貸借対照表関係）
 前連結会計年度において、無形固定資産の「その
他」に含めていた「ソフトウエア仮勘定」は、重要性
が増加したため、当連結会計年度から区分掲記するこ
ととしております。 
 なお、前連結会計年度の無形固定資産の「その他」
に含まれる「ソフトウエア仮勘定」は、8,367千円で
あります。

（連結損益計算書関係）
 前連結会計年度では、固定資産の除却に係る損失を
特別損失の「固定資産除却損」として計上していまし
たが、当連結会計年度において発生した固定資産の除
却に係る損失は、事務所等移転に係る損失であり、事
務所等移転に係る損失を明瞭に表示するため、当連結
会計年度は特別損失の「事務所等移転費用」に含めて
計上しております。 
 なお、当連結会計年度の「事務所等移転費用」に含
まれる「固定資産除却損」は、9,589千円でありま
す。

――――― 
  
 
  
 
  
 
 

――――― 
  
 
  
 
  
 
 

――――― 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

（連結損益計算書関係）
「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、当連結会計年度では、「少数株主損益調
整前当期純利益」の科目で表示しております。
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前連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31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 

 当連結会計年度より、「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。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,337,854千円であり、その主なものは余剰運

用資金（現金）及び管理部門に係る資産等であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれています。 

  

前連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31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。

  

前連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31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。

追加情報

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

―――――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会
計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）
を適用しております。ただし、「その他の包括利益累
計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結
会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評
価・換算差額等の合計」の金額を記載しております。

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(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)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,061,926 859,911 1,080,826 3,002,663 - 3,002,663

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- 39,939 - 39,939 (39,939) -

計 1,061,926 899,850 1,080,826 3,042,603 (39,939) 3,002,663

営業費用 667,729 892,266 1,016,783 2,576,779 (41,081) 2,535,697

営業利益 394,196 7,584 64,042 465,823 1,142 466,965

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 417,550 261,458 582,648 1,261,656 790,515 2,052,172

減価償却費 62,296 15,211 61,271 138,779 (13,006) 125,773

資本的支出 89,702 13,774 34,381 137,857 5,173 143,031

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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 (追加情報) 

当連結会計年度より「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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本的となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント内の内部収益及び振替高は市場価格に基づい

ております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

 前連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

 
(注)１(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額1,142千円は、セグメント間取引の消去によるものです。 

 (2) セグメント資産の調整額790,515千円には各報告セグメントに配分していない全社資産1,337,854千円及び
セグメント間取引消去△547,338千円が含まれております。 

 (3) 減価償却費の調整額△13,006千円はセグメント間取引消去によるものです。 
 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額5,173千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の設備

投資額22,028千円及びセグメント間取引消去△16,854千円が含まれております。 
２ セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
３ 全社資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に

基づき各報告セグメントに配分しております。 
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。 

  

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注１)

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 1,061,926 859,911 1,080,826 3,002,663 - 3,002,663

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 39,939 - 39,939 △39,939 -

計 1,061,926 899,850 1,080,826 3,042,603 △39,939 3,002,663

セグメント利益又は損失(△) 394,196 7,584 64,042 465,823 1,142 466,965

セグメント資産 417,550 261,458 582,648 1,261,656 790,515 2,052,172

その他の項目

 減価償却費 62,296 15,211 5,159 82,667 △13,006 69,661

 のれんの償却費 - - 56,111 56,111 - 56,111

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

89,702 13,774 34,381 137,857 5,173 143,031
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 当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
(注)１(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額11,200千円は、セグメント間取引の消去によるものです。 

 (2) セグメント資産の調整額2,245,795千円には各報告セグメントに配分していない全社資産2,677,302千円及
びセグメント間取引消去△431,506千円が含まれております。 

 (3) 減価償却費の調整額△11,525千円はセグメント間取引消去によるものです。 
 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額13,063千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の設

備投資額15,892千円及びセグメント間取引消去△2,828千円が含まれております。 
２ セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
３ 全社資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に

基づき各報告セグメントに配分しております。 
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。 

  

  

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略

しております。 

  

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)

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 1,229,800 974,398 1,018,402 3,222,601 - 3,222,601

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 14,037 56 14,093 △14,093 -

計 1,229,800 988,435 1,018,458 3,236,694 △14,093 3,222,601

セグメント利益又は損失(△) 288,107 137,790 30,265 456,163 11,200 467,364

セグメント資産 628,481 253,090 545,279 1,426,851 2,245,795 3,672,647

その他の項目

 減価償却費 82,925 18,232 8,738 109,895 △11,525 98,370

 のれんの償却費 - - 56,952 56,952 - 56,952

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

286,718 7,924 7,077 301,719 13,063 314,782

（関連情報）

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)
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(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(注) 平成23年７月１日付けで１株を２株に株式分割しております。 

  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)
(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

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

 当期末残高 - - 144,905 144,905 - 144,905

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

 
１株当たり純資産額 372円23銭 １株当たり純資産額 363円89銭

 
１株当たり当期純利益金額 57円95銭 １株当たり当期純利益金額 26円56銭

 
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

57円37銭
 
 

 
 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

25円98銭

当社は、平成23年７月１日付で株式１株につき２株の
割合で株式分割いたしました。  
  
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 186円11銭

１株当たり当期純利益金額 28円97銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

28円69銭

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 232,143 233,554

 普通株主に帰属しない金額(千円) - -

 普通株式に係る当期純利益(千円) 232,143 233,554

 普通株式の期中平均株式数(株) 4,006,130 8,793,535

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 普通株式増加数(株) 40,142 195,780

 (うち新株予約権) (40,142) (195,780)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

－ －

(重要な後発事象)
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