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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6月30日） 

（注）平成23年12月期第2四半期の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2四半期 1,641 2.8 93 △59.7 111 △50.9 39 △67.8
23年12月期第2四半期 1,597 21.0 232 12.3 227 6.2 122 34.4

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 59百万円 （△30.5％） 23年12月期第2四半期 85百万円 （―％）

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2四半期 4.36 4.31
23年12月期第2四半期 14.35 13.98

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 3,616 3,352 91.6
23年12月期 3,672 3,333 89.7
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  3,311百万円 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 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 3,521 9.3 393 △15.8 411 △10.4 213 △8.5 23.60



(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2四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。 

※  注記事項

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2Q 9,053,600 株 23年12月期 9,048,800 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q ― 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2Q 9,050,479 株 23年12月期2Q 8,539,924 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６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は一定の目処がついたものの、電力供給不安や消費税率の引き

上げ、ギリシャをはじめとするヨーロッパの金融不安等、経済の先行きは不透明な状況となっていま

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２四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。 

 また、４月には株式会社リヴァンプと共同で、「購買連動型CRMサービス」をリリースし、当社サー

ビスラインアップの充実を図りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,641,858千円（前年同期比2.8％増）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、93,735千円（前年同期比59.7％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8,468千円等により、111,617千円（前年同期比

50.9％減）となったほか、減損損失20,000千円を特別損失に計上したこと等により、四半期純利益は

39,459千円（前年同期比67.8％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２四半期連結累計期間も、不動産業界に特化したサービス「不動産Synergy!

LEAD」と、株式会社リヴァンプと共同で開発した「購買連動型CRMサービス」をリリースいたしまし

た。以上の結果、売上高は672,792千円（前年同四半期累計期間593,026千円、前年同期比13.5％増）、

セグメント利益は82,524千円（前年同四半期累計期間154,283千円、前年同期比46.5％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489,672千円（前年同四半期累計期

間492,729千円、前年同期比0.6％減）、セグメント利益は8,482千円（前年同四半期累計期間58,028千

円、前年同期比85.4％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479,392千円（前年同四半期累計期間511,678千円、前年同期比6.3％減）、セ

グメント損失は2,594千円（前年同四半期累計期間14,678千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194,302千円減少し、1,845,300千円となりました。これは、

有価証券が149,550千円増加したものの、現金及び預金が334,913千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138,206千円増加し、1,771,250千円となりました。これは、

償却によりのれんが28,476千円減少したものの、投資有価証券が107,784千円、ソフトウエアが53,253

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、3,616,551千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて75,791千円減少し、263,629千円となりました。これは、未

払法人税等が40,590千円減少、支払手形及び買掛金が15,143千円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、263,629千円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて19,695千円増加し、3,352,921千円となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金が17,541千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、売上につきましては、ほぼ予算どおりに進捗

しているものの、新システムの開発への人材投下に伴い、システム開発の内部リソースが不足し、利益

率の低い外部発注案件が予想以上に増加しました。 

 以上を踏まえ、平成24年２月10日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

 なお、具体的内容につきましては、本日（平成24年８月10日）公表しております「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 991,514 656,600 

受取手形及び売掛金 357,629 342,642 

有価証券 600,096 749,646 

商品及び製品 29,119 30,495 

仕掛品 12,583 10,689 

その他 51,517 60,553 

貸倒引当金 △2,857 △5,328 

流動資産合計 2,039,603 1,845,300 

固定資産   

有形固定資産 119,607 118,213 

無形固定資産   

のれん 144,905 116,428 

ソフトウエア 356,993 410,247 

その他 3,484 19,838 

無形固定資産合計 505,383 546,514 

投資その他の資産   

投資有価証券 875,618 983,403 

その他 134,686 130,737 

貸倒引当金 △2,252 △7,618 

投資その他の資産合計 1,008,052 1,106,522 

固定資産合計 1,633,043 1,771,250 

資産合計 3,672,647 3,616,551 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,756 64,613 

1年内返済予定の長期借入金 28,000 12,000 

未払法人税等 104,037 63,446 

賞与引当金 － 11,823 

その他 127,627 111,746 

流動負債合計 339,421 263,629 

負債合計 339,421 263,629 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,155,617 1,156,632 

資本剰余金 1,114,793 1,115,808 

利益剰余金 1,064,977 1,063,717 

株主資本合計 3,335,388 3,336,158 

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 △25,034 

その他の包括利益累計額合計 △42,575 △25,034 

少数株主持分 40,413 41,797 

純資産合計 3,333,225 3,352,921 

負債純資産合計 3,672,647 3,616,551 
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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23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,597,434 1,641,858 

売上原価 768,742 847,335 

売上総利益 828,692 794,522 

販売費及び一般管理費 596,080 700,787 

営業利益 232,611 93,735 

営業外収益   

受取利息 154 2,196 

受取配当金 6,639 6,595 

為替差益 － 8,468 

その他 164 811 

営業外収益合計 6,958 18,071 

営業外費用   

支払利息 468 188 

株式交付費 11,708 － 

その他 33 － 

営業外費用合計 12,210 188 

経常利益 227,359 111,617 

特別損失   

固定資産除却損 － 414 

減損損失 － 20,000 

特別損失合計 － 20,414 

税金等調整前四半期純利益 227,359 91,202 

法人税、住民税及び事業税 94,159 59,113 

法人税等調整額 7,089 △9,442 

法人税等合計 101,248 49,670 

少数株主損益調整前四半期純利益 126,110 41,532 

少数株主利益 3,557 2,072 

四半期純利益 122,552 39,459 
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 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23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 126,110 41,532 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,054 17,541 

その他の包括利益合計 △41,054 17,541 

四半期包括利益 85,055 59,073 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 81,498 57,001 

少数株主に係る四半期包括利益 3,557 2,072 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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 227,359 91,202 

減価償却費 40,250 76,357 

減損損失 － 20,000 

のれん償却額 28,476 28,476 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △598 8,260 

受取利息及び受取配当金 △6,794 △8,791 

支払利息 468 188 

為替差損益（△は益） － △8,468 

固定資産除却損 － 414 

株式交付費 11,708 － 

売上債権の増減額（△は増加） 76,598 14,987 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,804 517 

前払費用の増減額（△は増加） 11,558 △4,354 

仕入債務の増減額（△は減少） △24,656 △15,143 

未払金の増減額（△は減少） △36,437 △239 

未払消費税等の増減額（△は減少） 978 △10,824 

預り金の増減額（△は減少） △5,440 △10,610 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 11,823 

その他 △14,294 △18,351 

小計 307,373 175,445 

利息及び配当金の受取額 6,794 8,621 

利息の支払額 △429 △143 

法人税等の支払額 △112,743 △95,309 

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,995 88,613 

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 △40,000 

定期預金の払戻による収入 40,000 120,243 

有形固定資産の取得による支出 △78,692 △18,867 

無形固定資産の取得による支出 △110,524 △139,424 

投資有価証券の取得による支出 － △80,727 

投資有価証券の償還による収入 － 7,200 

差入保証金の回収による収入 24,839 4,269 

その他 △4,105 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,482 △147,306 
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30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 △16,000 △16,000 

株式の発行による収入 1,531,955 － 

ストックオプションの行使による収入 32,786 2,030 

自己株式の処分による収入 65,412 － 

配当金の支払額 △27,942 △34,976 

少数株主への配当金の支払額 △962 △689 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,585,248 △49,635 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △95 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,617,760 △108,423 

現金及び現金同等物の期首残高 427,628 1,474,671 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,045,389 1,366,247 
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 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23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

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5,620千円は、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２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６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 

 
(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額5,322千円は、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。 

  

２．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 

「クラウドサービス事業」セグメントの一部ソフトウェアについて、当初想定していた収益が見込め

なくなったため、当第２四半期連結累計期間において固定資産の減損損失20,000千円を計上しておりま

す。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30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。 
  

 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

(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 593,026 492,729 511,678 1,597,434 - 1,597,434

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 10,557 21 10,578 △10,578 -

計 593,026 503,286 511,700 1,608,013 △10,578 1,597,434

セグメント利益又は損失（△） 154,283 58,023 14,678 226,990 5,620 232,611

(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 672,792 489,672 479,392 1,641,858 - 1,641,858

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 3,480 - 3,480 △3,480 -

計 672,792 493,152 479,392 1,645,338 △3,480 1,641,858

セグメント利益又は損失（△） 82,524 8,482 △2,594 88,412 5,322 93,735

（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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