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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

（注）平成23年12月期第１四半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、平成23年７月１日に効力が発生した
株式分割（普通株式１株につき２株の割合）が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の期中平均株式数により算出しております。 

(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12月期第1四半期 854 △0.8 71 △51.6 90 △38.6 45 △41.8
23年12月期第1四半期 861 31.8 148 41.0 147 39.5 77 43.9

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 67百万円 （211.7％） 23年12月期第1四半期 23百万円 （―％）

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12月期第1四半期 5.00 4.94
23年12月期第1四半期 9.47 9.19

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 3,673 3,359 90.3
23年12月期 3,672 3,333 89.7
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  3,318百万円 23年12月期  3,292百万円

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12月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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） 

（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) 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



(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  

（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) 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） 

当社は、平成23年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成23年12月期第１四半期の期中平均株式数は、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て算出しております。 

※四半期レビュー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 
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

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12月期1Q 9,049,600 株 23年12月期 9,048,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 9,049,380 株 23年12月期1Q 8,208,508 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31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き、復興需要による回復や、企業の設備投資や

消費動向にも回復の兆しが見られ始めました。また、世界的な金融緩和を背景とした株価の上昇など、

緩やかではあるものの、日本経済に景気回復の兆しが見られつつあります。 

 一方、当社が属するインターネット市場では、スマートフォンやiPadに代表されるタブレット型コン

ピューター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ています。ま

た、国家や企業に対するサイバーテロや情報漏えい事件が発生する中、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、当第１四半期連結累計期間は、新たなクラウドサービスの研究開発と販売力強化のための

施策に注力して参りました。 

 当連結会計年度より当社内で研究開発を専門に行うチームを立ち上げ、クラウド技術の研究開発を行

うとともに、当社サービスの販売拠点を全国に展開していく施策として、1月には中・四国地域でトッ

プクラスの実績と伝統を持ち、総合コミュニケーションサービスを展開するセーラー広告株式会社と、

2月には東海地域を中心に、プリントメディアを核としてマーケティングソリューションを提供する西

川コミュニケーションズ株式会社と業務提携をし、地方における販売の基盤を固めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は854,965千円（前年同期比0.8％減）となりまし

た。営業利益については、研究開発費の増加等により、71,705千円（前年同期比51.6％減）となり、経

常利益については、営業外収益に含まれる為替差益17,551千円等により、90,441千円（前年同期比

38.6％減）となり、四半期純利益は45,281千円（前年同期比41.8％減）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、2,000を超えるアカウントを有する「Synergy!」に加え、昨年は、

「Synergy!LEAD」「Synergy!360」「iNSIGHTBOX」という新しいサービスを次々とサービスインさせま

した。引き続き、当第１四半期連結累計期間も、これらのサービスをブラッシュアップいたしました。

 以上の結果、売上高は331,535千円（前年同四半期累計期間301,465千円、前年同期比10.0％増）、セ

グメント利益は54,797千円（前年同四半期累計期間91,468千円、前年同期比40.1％減）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288,328千円（前年同四半期累計期

間308,740千円、前年同期比6.6％減）、セグメント利益は15,469千円（前年同四半期累計期間47,457千

円、前年同期比67.4％減）となりました。 

  

１．当四半期決算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235,101千円（前年同四半期累計期間251,567千円、前年同期比6.5％減）、

セグメント損失は1,321千円（前年同四半期累計期間7,491千円のセグメント利益）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60,310千円減少し、1,979,292千円となりました。これは、

有価証券が150,582千円増加したものの、現金及び預金が268,949千円減少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61,361千円増加し、1,694,405千円となりました。これは、

償却によりのれんが14,238千円減少したものの、投資有価証券が40,987千円、ソフトウエアが32,766千

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、3,673,698千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて25,382千円減少し、314,038千円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が38,606千円増加したものの、未払法人税等が65,329千円減少したことなどによりま

す。 

この結果、負債合計は、314,038千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて26,434千円増加し、3,359,659千円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が21,192千円増加したことなどによります。 

  

平成24年12月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24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。  

  

 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。 

  

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 991,514 722,565 

受取手形及び売掛金 357,629 423,788 

有価証券 600,096 750,678 

商品及び製品 29,119 28,150 

仕掛品 12,583 5,310 

繰延税金資産 13,282 7,116 

その他 38,234 45,079 

貸倒引当金 △2,857 △3,396 

流動資産合計 2,039,603 1,979,292 

固定資産   

有形固定資産 119,607 123,875 

無形固定資産   

のれん 144,905 130,666 

ソフトウエア 356,993 389,760 

その他 3,484 17,014 

無形固定資産合計 505,383 537,441 

投資その他の資産   

投資有価証券 875,618 916,606 

その他 134,686 120,993 

貸倒引当金 △2,252 △4,511 

投資その他の資産合計 1,008,052 1,033,088 

固定資産合計 1,633,043 1,694,405 

資産合計 3,672,647 3,673,698 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,756 118,363 

1年内返済予定の長期借入金 28,000 20,000 

未払法人税等 104,037 38,708 

その他 127,627 136,966 

流動負債合計 339,421 314,038 

負債合計 339,421 314,038 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,155,617 1,155,786 

資本剰余金 1,114,793 1,114,962 

利益剰余金 1,064,977 1,069,539 

株主資本合計 3,335,388 3,340,288 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △42,575 △21,383 

その他の包括利益累計額合計 △42,575 △21,383 

少数株主持分 40,413 40,754 

純資産合計 3,333,225 3,359,659 

負債純資産合計 3,672,647 3,673,698 
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 861,773 854,965 

売上原価 420,780 442,663 

売上総利益 440,992 412,302 

販売費及び一般管理費 292,706 340,596 

営業利益 148,286 71,705 

営業外収益   

受取利息 48 1,014 

為替差益 － 17,551 

その他 0 281 

営業外収益合計 48 18,848 

営業外費用   

支払利息 250 111 

株式交付費 734 － 

その他 33 － 

営業外費用合計 1,018 111 

経常利益 147,317 90,441 

特別損失   

固定資産除却損 － 414 

特別損失合計 － 414 

税金等調整前四半期純利益 147,317 90,026 

法人税、住民税及び事業税 56,659 38,146 

法人税等調整額 11,212 5,568 

法人税等合計 67,872 43,715 

少数株主損益調整前四半期純利益 79,444 46,311 

少数株主利益 1,704 1,029 

四半期純利益 77,740 45,281 
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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23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 79,444 46,311 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,410 21,192 

その他の包括利益合計 △56,410 21,192 

四半期包括利益 23,033 67,504 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 21,329 66,474 

少数株主に係る四半期包括利益 1,704 1,029 
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31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 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額1,869千円は、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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31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 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額2,760千円は、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１四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日) 

平成24年３月29日付で、平成23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40,719千円減少しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

 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）セグメント情報等

(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 301,465 308,740 251,567 861,773 - 861,773

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 6,669 - 6,669 △6,669 -

計 301,465 315,409 251,567 868,442 △6,669 861,773

セグメント利益又は損失（△） 91,468 47,457 7,491 146,417 1,869 148,286

(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 331,535 288,328 235,101 854,965 - 854,965

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 1,740 - 1,740 △1,740 -

計 331,535 290,068 235,101 856,705 △1,740 854,965

セグメント利益又は損失（△） 54,797 15,469 △1,321 68,945 2,760 71,705

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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