
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   

 

 
  

 
(注) １．当社は平成22年12月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年12月期第３

四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

２．当社は平成24年７月１日付けで、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、平成

23年12月期第３四半期の１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮

定して算定しております。 
    

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
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四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成24年12月期第３四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年９月30日）

（１）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３四半期 1,593 100.0 762 106.5 759 106.7 408 96.2

23年12月期第３四半期 796 ― 369 ― 367 ― 207 ―

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３四半期 59.16 57.89

23年12月期第３四半期 34.67 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年12月期第３四半期 1,909 1,467 76.5

23年12月期 1,323 1,053 79.6

(参考) 自己資本 24年12月期第３四半期 1,461百万円 23年12月期 1,053百万円

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

23年12月期 ― ― ― 0 00 0 00

24年12月期 ― 0 00 ―

24年12月期(予想) 0 00 0 00



  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 

 
(注) 当社は平成24年７月１日付けで、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、期末発

行済株式数（自己株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）は、当該株式分割が前事業

年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。 

  

・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おりませ

ん。 

  

・将来に関する記述等についてのご注意 

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。 

・四半期決算補足説明資料の入手方法 

四半期決算補足説明資料は、本決算短信と同時に開示しております。また、当社会社ホームページにも

掲載いたします。（URL http://www.livesense.co.jp/ir/） 

３．平成24年12月期の業績予想（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)

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 2,323 104.8 1,133 118.6 1,113 119.1 605 121.1 87 78

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年12月期３Ｑ 6,900,000株 23年12月期 6,900,000株

② 期末自己株式数 24年12月期３Ｑ ―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３Ｑ 6,900,000株 23年12月期３Ｑ 6,000,000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３四半期累計期間におけるわが国経済は、震災後の復興需要等により景気が緩やかな回復基調にあ

るものの、欧州債務危機の長期化や新興国の景気減速、国内においては長引く円高や増税、外交不安等も

あり、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社が事業を展開するインターネット業界は、スマートデバイスの普及拡大を背景にインターネット利

用が継続して増加する中、平成24年１～９月期におけるインターネット広告業及びインターネットサイト

運営サービス業の売上規模が前年同期比で増加するなど堅調に推移しております（経済産業省「特定サー

ビス産業動態統計調査」）。 

求人広告市場におきましては、平成23年１～９月の求人メディア全体（有料求人情報誌、フリーペーパ

ー、折込求人紙、求人サイト）の求人広告件数が月平均約48万７千件であったのに対し、平成24年１～９

月には月平均約58万３千件（前年比19.5％増）へ増加しております（全国求人情報協会「求人広告掲載件

数等集計結果」）。 

不動産関連市場につきましては、平成24年１～９月の新設住宅着工戸数が月平均約７万１千戸と前年比

2.8％増加し、底堅く推移しております（国土交通省公表値）。 

当社は、このような事業環境のもと、当社の持つWebマーケティング技術及びサービス開発力を活か

し、成功報酬型ビジネスモデルにて求人情報メディア、不動産情報メディアを中心に事業展開しておりま

す。当第３四半期累計期間においては、株式上場による継続的な知名度向上効果に加え、当社初の試みと

して９月にテレビCMを放映したこともあり、当社サービスをご利用いただいている企業数が平成24年９月

末時点で21,353社（平成24年６月末比2,484社増）へ増加いたしました。また、派遣求人サイト「ジョブ

センス派遣」の全面リニューアルや、サイト機能及びSEOの強化等によるユーザビリティ、マッチング率

の向上等に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期比100.0％増の1,593,837千円、経常利益は前年

同期比106.7％増の759,061千円、四半期純利益は前年同期比96.2％増の408,180千円と、収益ともに倍増

いたしました。 

各事業の業績は、次のとおりであります。 

  

求人情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、アルバイト求人サイト「ジョブ

センス」、正社員求人サイト「ジョブセンスリンク」、派遣求人サイト「ジョブセンス派遣」の３サイ

トを運営しております。 

当第３四半期累計期間においては、「ジョブセンス」の新たなユーザー（求職者）獲得を主目的とし

て、公式キャラクター「ジョブせんすけ」を用いたテレビCMを関東地区にて９月３日から17日までの15

日間放映いたしました。当社では、設立以来、主にSEOを中心としたWebマーケティングによってユーザ

ーを獲得し、「ジョブセンス」については月間約300万人のユーザーにご利用いただけるサービスへ成

長しました。今後、更なるサービス規模拡大を目指す上で、「ジョブセンス」ブランドの認知度を向上

させ、これまでリーチできていなかった潜在ユーザーを獲得するため、当社初の試みとしてテレビCMを

活用することといたしました。この度の放映により、サイトアクセスが放映前に比べ大きく増加するな

ど、会社想定通りの一定効果を得ることができました。また、「ジョブセンス派遣」の全面リニューア

ルに加え、引き続き各サイトの機能拡充、SEOの強化等によるユーザビリティ及びマッチング率の向上

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

a. 求人情報メディア事業
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に取り組みました。加えて、平成23年末より進めてまいりました「ジョブセンス」および「ジョブセ

ンスリンク」のサービス提供価格見直しが概ね完了したこともあり、当第３四半期累計期間は前年同期

比で大幅増収となりました。 

この結果、売上高は前年同期比85.8％増の1,325,366千円、セグメント利益は前年同期比69.8％増の

894,547千円となりました。 

各サイトの売上高は、次のとおりであります。 

・ジョブセンス      ：833,054千円（前年同期比 67.3％増） 

・ジョブセンスリンク：349,056千円（前年同期比166.3％増） 

・ジョブセンス派遣  ：143,255千円（前年同期比 70.1％増） 

  

不動産情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、賃貸情報サイト「DOOR賃貸」

を運営しております。 

当第３四半期累計期間においては、掲載物件数増加に向けた新規サービス導入企業獲得、検索機能の

拡充やSEOの強化等によるユーザビリティ及びマッチング率の向上に取り組みました。 

この結果、売上高は前年同期比196.0％増の180,603千円、セグメント利益は前年同期比213.6％増の

147,887千円となりました。 

  

その他事業においては、検索エンジン対策を中心としたWebマーケティングに関する助言業務、成功

報酬型中古車情報サイト「Motors-net」（平成23年６月立ち上げ）や転職クチコミサイト「転職会議」

（平成23年12月本格稼働）の新規事業による収入等を分類しております。 

「転職会議」は、平成24年９月末時点において会員登録者数が累計40万人超、クチコミ情報掲載数が

約180万件と、順調に拡大しております。平成24年５月に大手求人情報サービス会社と業務提携し、転

職会議のユーザー会員を提携先へ送客することで収益化が実現しております。 

以上の結果、売上高は前年同期比287.0％増の87,868千円、セグメント利益は前年同期比2,203.2％増

の45,470千円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は1,909,682千円となり、前事業年度末に比べ585,738千円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加367,514千円、売掛金の増加102,781千円によるもの

であります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ171,652千円増加し、441,934千円となりました。これは主に、未払

金の増加109,052千円、未払法人税等の増加38,316千円によるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ414,086千円増加し、1,467,747千円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加408,180千円によるものであります。 

  

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年８月14日に公表いたしました内容から変更してお

りません。 

b. 不動産情報メディア事業

c. その他事業

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

㈱リブセンス(6054)　平成24年12月期 第３四半期決算短信(非連結)

3



（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号 平成

22年６月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号

平成22年６月30日公表分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９

号 平成22年６月30日）を適用しております。 

平成24年７月１日付けにおいて株式分割を行いましたが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して、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を算定しておりま

す。 

また、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定

するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、スト

ック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更

しております。 

（有形固定資産の耐用年数） 

当社は、当第３四半期会計期間において、平成25年１月に本社事務所を移転することを決定いたしま

した。本社事務所の造作等にかかる建物及び構築物等につきましては、従来、耐用年数を８～16年とし

て減価償却を行なってきましたが、耐用年数を本社事務所の移転までとし、将来にわたり変更しており

ます。 

この変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の減価償却費が9,855千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ同額減少しております。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

 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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,059,625 1,427,140

売掛金 144,862 247,644

その他 25,885 25,429

貸倒引当金 △738 △1,262

流動資産合計 1,229,634 1,698,951

固定資産   

有形固定資産 39,405 28,941

無形固定資産 5,716 7,603

投資その他の資産   

その他 51,303 176,448

貸倒引当金 △2,117 △2,261

投資その他の資産合計 49,186 174,186

固定資産合計 94,308 210,731

資産合計 1,323,943 1,909,682

負債の部   

流動負債   

未払金 23,406 132,459

未払法人税等 202,423 240,740

その他 44,451 68,734

流動負債合計 270,282 441,934

負債合計 270,282 441,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 219,930 219,930

資本剰余金 204,930 204,930

利益剰余金 628,800 1,036,981

株主資本合計 1,053,660 1,461,841

新株予約権 － 5,905

純資産合計 1,053,660 1,467,747

負債純資産合計 1,323,943 1,909,682
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 796,892 1,593,837

売上原価 115,543 181,242

売上総利益 681,348 1,412,595

販売費及び一般管理費 312,072 650,104

営業利益 369,276 762,490

営業外収益   

受取利息 64 189

受取保険金 － 2,586

償却債権取立益 － 25

その他 7 12

営業外収益合計 71 2,813

営業外費用   

株式公開費用 2,162 －

上場関連費用 － 6,243

営業外費用合計 2,162 6,243

経常利益 367,186 759,061

特別損失   

固定資産除却損 34 －

固定資産臨時償却費 6,721 －

本社移転費用 1,533 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 346 －

災害による損失 1,082 －

特別損失合計 9,718 －

税引前四半期純利益 357,467 759,061

法人税、住民税及び事業税 160,111 357,006

法人税等調整額 △10,641 △6,125

法人税等合計 149,470 350,880

四半期純利益 207,997 408,180
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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。 

（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

（５）重要な後発事象
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