
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  6,623  0.1  146  －  168  －  100  84.9

24年３月期第２四半期  6,619  △17.1  △268  －  △257  －  54  264.0

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 94百万円（ ％） △66.8   24年３月期第２四半期 284百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第２四半期  565.88  565.88

24年３月期第２四半期  306.13  306.12

  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 

25年３月期第２四半期  9,057  7,037  77.3  39,474.77

24年３月期  9,647  7,026  72.4  39,388.55

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 6,999百万円   24年３月期 6,983百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 450.00  450.00

25年３月期  － 0.00     

25年３月期（予想）     － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無     

  （％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  13,623  △3.7  396  570.1  418  501.2  300  57.9  1,691.98

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規     － 社  （社名）                        、除外     １ 社  （社名）株式会社IMJモバイル 

（注）詳細は添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。  

  

  

（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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(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。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.３「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。 

  

(四半期決算補足資料の入手方法について) 

  四半期決算短信補足資料は当社ホームページに掲載する予定です。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有     

（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  

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） 25年３月期２Ｑ 183,140株 24年３月期 183,140株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 5,833株 24年３月期 5,833株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 177,307株 24年３月期２Ｑ 177,307株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の我が国の経済状況は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復傾向にあ

りましたが、欧州の財政不安や円高の長期化の影響等により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

このような我が国の経済状況の中で、当社グループの事業領域であるインターネット業界においては、スマー

トフォンの急速な普及やソーシャルメディアの浸透によって、企業のデジタルマーケティングへの投資ニーズはま

すます増加するであろうと予測しております。 

そのような事業環境の中、当社グループとしては、デジタルマーケティング事業として、単一事業セグメント

にて経営を行っております。創業事業であるウェブ及びモバイルインテグレーション事業における豊富な知見・技

術・実績を強みに、自社サイト等に代表される顧客企業が保有するメディアや、近年利用者が増加しているソーシ

ャルメディアを活用した「オウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティング」、ウェブサイト上の膨大なマ

ーケティングデータを分析・ 適化を行う「データドリブンマーケティング」、そしてこれらの２分野を支える

「クリエイティブ・先端技術領域への研究開発」をすすめ、顧客のデジタルマーケティングを支援する様々なソリ

ューションを提供し、顧客関係を深化させ、顧客のデジタルマーケティング活動におけるROI（投資効果）の 適

化を実現することで事業の拡大に努めてまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間において、連結売上高は前年同期比100.1%の6,623百万円、連結営業利益

は146百万円（前期は268百万円の損失）、連結経常利益は168百万円（前期は257百万円の損失）、連結四半期純利

益は100百万円（前期は54百万円の利益）となりました。 

東日本大震災の影響により発生していた、一部顧客におけるデジタルマーケティングへの投資の抑制が回復し

たこと、また、高成長、高収益領域である「オウンドメディア、ソーシャルメディアマーケティング」、「データ

ドリブンマーケティング」へ経営資源を集中し取り組んだことにより、売上高が前年同期より増収となりました。

営業利益・経常利益・四半期純利益については、売上高の増収要因に加え、コア事業への集中による事業再編や受

注案件の採算性の改善及びコスト削減の取り組みの結果、前年同期より増益となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,057百万円となり、前連結会計年度末比590百万円の減少となり

ました。これは主に、前連結会計年度末に増加した営業債権の回収により、受取手形及び売掛金が前連結会計年度

末比981百万円減少し、有価証券が前連結会計年度末比200百万円減少した一方、現金及び預金が前連結会計年度末

比616百万円増加しているためです。 

  負債は2,019百万円となり、前連結会計年度末比601百万円の減少となりました。これは主に、前連結会計年度末

に増加した外注費及び媒体費等の支払いにより、買掛金が前連結会計年度末比416百万円減少したためです。 

  純資産は7,037百万円となり、前連結会計年度末比11百万円の増加となりました。これは主に、四半期純利益の

計上と配当金の支払いにより、利益剰余金が前連結会計年度末比20百万円増加していることによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシ

ュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローにおいて資金を獲得した結果、3,539百万円（前年同期は2,881

百万円）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は332百万円（前年同期は184百万円の獲得）と

なりました。 

 主な増加要因は売上債権の減少額928百万円、税金等調整前四半期純利益123百万円、減価償却費88百万円であ

り、一方主な減少要因は営業投資有価証券の増加額114百万円、仕入債務の減少額397百万円、たな卸資産の増加額

131百万円、賞与引当金の減少額52百万円及び法人税等の支払額107百万円によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は380百万円（前年同期は174百万円の使用）と

なりました。 

 主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入300百万円及び有価証券の減少199百万円であり、一方主な減少

要因は、無形固定資産の取得による支出95百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は97百万円（前年同期は222百万円の使用）と

なりました。 

 これは主に、配当金の支払額77百万円及び長期借入金の返済額10百万円によるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  下期連結業績予想については、概ね計画通りに推移しているため据え置きといたしますが、通期連結業績予想に

ついては、前述の第２四半期累計期間までの業績を反映させ修正しております。 

  

平成25年３月期の通期連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨）

  

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  前連結会計年度末において当社の連結子会社であった株式会社IMJモバイルは、平成24年７月１日付で、当社を

存続会社とし、当社の特定子会社である株式会社IMJモバイルを消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、当

該特定子会社が消滅いたしました。 

   

   

（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。   

   

  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（円） 

前回発表予想（A）  13,000  150  150  120 円 676.79

今回発表予想（B）  13,623  396  418  300 円 1,691.98

増減額   （B-A）  623  246  268  180 円 1,015.19

増減率 % 4.8 % 164.0 % 178.7 % 150.0 % 150.0

（ご参考） 

前期通期実績 
 14,146  59  69  189 円 1,071.23

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,223,330 3,839,987

受取手形及び売掛金 3,609,864 2,628,770

有価証券 599,880 399,430

営業投資有価証券 20,010 148,940

商品及び製品 2,820 3,080

仕掛品 309,235 439,630

貯蔵品 942 673

その他 230,236 264,886

貸倒引当金 △64,932 △61,713

流動資産合計 7,931,387 7,663,686

固定資産   

有形固定資産 346,338 343,791

無形固定資産   

のれん 75,713 52,354

その他 301,907 323,049

無形固定資産合計 377,621 375,403

投資その他の資産   

その他 1,025,949 698,823

貸倒引当金 △35,934 △26,220

投資その他の資産合計 990,015 672,602

固定資産合計 1,713,975 1,391,798

繰延資産 2,529 2,255

資産合計 9,647,892 9,057,740

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,134,919 718,085

短期借入金 13,927 9,995

1年内返済予定の長期借入金 33,005 24,744

未払法人税等 124,600 35,486

賞与引当金 427,860 371,878

受注損失引当金 202,221 197,595

その他 537,411 554,097

流動負債合計 2,473,946 1,911,884

固定負債   

長期借入金 129,288 93,438

その他 18,286 14,578

固定負債合計 147,574 108,016

負債合計 2,621,521 2,019,900
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,310,460 4,310,460

資本剰余金 2,364,621 2,364,621

利益剰余金 491,970 512,516

自己株式 △174,540 △174,540

株主資本合計 6,992,511 7,013,057

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,399 △14,766

為替換算調整勘定 △247 862

その他の包括利益累計額合計 △8,646 △13,904

新株予約権 25,680 24,765

少数株主持分 16,825 13,921

純資産合計 7,026,370 7,037,840

負債純資産合計 9,647,892 9,057,740
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,619,354 6,623,421

売上原価 5,714,088 5,486,844

売上総利益 905,265 1,136,577

販売費及び一般管理費 1,173,727 990,304

営業利益又は営業損失（△） △268,461 146,272

営業外収益   

受取利息 4,439 7,416

受取配当金 868 537

貸倒引当金戻入額 7,051 12,047

経営指導料 6,030 550

受取賃貸料 2,706 1,004

その他 1,964 4,307

営業外収益合計 23,060 25,863

営業外費用   

支払利息 1,737 1,284

持分法による投資損失 1,360 －

経営管理費 5,728 522

賃貸費用 2,571 666

その他 858 984

営業外費用合計 12,255 3,458

経常利益又は経常損失（△） △257,656 168,678

特別利益   

投資有価証券売却益 548,437 168

関係会社株式売却益 1,360 38,440

その他 6,550 1,245

特別利益合計 556,348 39,854

特別損失   

出資金評価損 76,801 －

事業再編費用 － 59,395

その他 52,884 25,932

特別損失合計 129,685 85,328

税金等調整前四半期純利益 169,005 123,204

法人税、住民税及び事業税 53,025 19,363

法人税等調整額 851 4,091

法人税等合計 53,876 23,455

少数株主損益調整前四半期純利益 115,129 99,749

少数株主利益又は少数株主損失（△） 60,850 △584

四半期純利益 54,278 100,333
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 115,129 99,749

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 169,117 △6,367

為替換算調整勘定 － 1,109

その他の包括利益合計 169,117 △5,258

四半期包括利益 284,247 94,490

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 185,118 95,075

少数株主に係る四半期包括利益 99,128 △584
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 169,005 123,204

減価償却費 105,825 88,297

のれん償却額 53,168 17,309

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,735 △12,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,971 △52,583

受注損失引当金の増減額（△は減少） 114,499 △4,626

受取利息及び受取配当金 △5,307 △7,953

支払利息 1,737 1,284

持分法による投資損益（△は益） 1,360 －

出資金評価損 76,801 －

投資有価証券売却損益（△は益） △548,437 △168

関係会社株式売却損益（△は益） △2,145 △29,705

売上債権の増減額（△は増加） 718,633 928,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △174,290 △131,907

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △114,266

未収入金の増減額（△は増加） 242,217 △1,781

仕入債務の増減額（△は減少） △388,251 △397,294

立替金の増減額（△は増加） 795 2,144

未払費用の増減額（△は減少） 6,057 27,776

預り金の増減額（△は減少） 7,355 43,686

前受金の増減額（△は減少） 7,358 22,948

その他 △104,167 △69,201

小計 287,981 432,780

利息及び配当金の受取額 5,360 8,358

利息の支払額 △1,517 △1,130

法人税等の支払額 △107,792 △107,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,032 332,221
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の純増減額（△は増加） △400,000 199,500

有形固定資産の取得による支出 △23,366 △35,605

有形固定資産の売却による収入 770 141

無形固定資産の取得による支出 △86,488 △95,530

無形固定資産の売却による収入 746 －

投資有価証券の取得による支出 △10,960 －

投資有価証券の売却による収入 366,165 300,300

少数株主からの子会社株式の取得による支出 △24,073 －

関係会社株式の売却による収入 57,147 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△39,640 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△34,536 △3,753

敷金及び保証金の差入による支出 △1,476 △19,012

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,803

保険積立金の積立による支出 △10,324 －

貸付けによる支出 △182 －

貸付金の回収による収入 31,847 31,712

その他 △10 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,381 380,565

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 △4,052

長期借入金の返済による支出 △8,196 △10,918

リース債務の返済による支出 △13,895 △3,848

配当金の支払額 － △77,899

その他 － △712

財務活動によるキャッシュ・フロー △222,091 △97,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △212,440 616,656

現金及び現金同等物の期首残高 3,093,703 2,923,330

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,881,263 3,539,987
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該当事項はありません。 

   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

   

  当社は、平成24年８月14日開催の当社取締役会において、マネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われ

る株式会社ビー・ホールティングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式及び新株予約権に

対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明し、かつ、当社の株主の皆様

に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議し、平成24年８月15日に金融商品取引法第27条の10に基づく

意見表明報告書を提出しております。 

  本公開買付けは平成24年10月10日をもって終了し、当社は、公開買付者より本公開買付けの結果について、当社

の普通株式111,661株及び本新株予約権3,897個の議決権に相当する個数を取得する旨の報告を受けております。 

  この結果、公開買付者の当社の総株主の議決権に対する所有割合が50％超となり、公開買付者は新たに当社の親

会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりましたので、当社は、平成24年10月11日に、金融商品取引

法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の各規定に基づき、

臨時報告書を提出しております。  

  また当社は、本公開買付け後、以下の手続きを実施する予定であり、これに伴い当社株式は上場廃止になる予定

であります。 

（1）当社は、平成24年12月下旬に開催が予定されている当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会にお

いて、定款の一部変更をして種類株式発行会社とすること、定款の一部変更をして全ての当社普通株式に全部

取得条項を付すること、及び当該全部取得条項が付された当社普通株式の全部（当社の保有する自己株式を除

きます。）を取得し、これと引換えに別の種類の株式を交付することを付議する予定であります。  

（2）（1）が決議されますと、当社は、法令並びに上記（1）による変更後の当社の定款の定めに基づき、全部取

得条項が付された当社普通株式の全部（当社の保有する自己株式を除きます。）を取得し、当社の株主には当

該取得の対価として別の種類株式を交付する予定であります。その際、交付されるべき当該当社株式の数が１

株に満たない端数となる株主に対しては、法令の手続きに従い、当該端数の合計数を売却すること等によって

得られる金銭が交付される予定であります。 

  

  その後、公開買付者を消滅会社、当社を存続会社とする吸収合併を行うことを予定しております。  

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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

株式会社アイ・エム・ジェイ （4305） 平成25年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―




