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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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９月期第１四半期  3,187  30.1  81  0.4  82  3.4  29 △9.0

24年９月期第１四半期  2,449  10.9  81  1.1  79  △1.6  31  25.2

（注）包括利益 25年９月期第１四半期 27百万円（ ％） △16.8   24年９月期第１四半期 33百万円 （ ％） 31.5

  
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９月期第１四半期  863.55  857.97

24年９月期第１四半期  960.86  949.23
（注）当社は、平成25年２月５日開催の取締役会において、平成25年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき
200株の割合で株式分割を行うことを決議しておりますが、上記１株当たり四半期純利益および潜在株式調整１株当たり
四半期純利益については、当該株式分割が行われる前の数値で記載しております。

  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９月期第１四半期  4,312  2,260  52.3  67,063.79

24年９月期  4,545  2,254  49.5  67,067.22

（参考）自己資本 25年９月期第１四半期 2,258百万円   24年９月期 2,249百万円 

（注）当社は、平成25年２月５日開催の取締役会において、平成25年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき
200株の割合で株式分割を行うことを決議しておりますが、上記１株当たり純資産については、当該株式分割が行われる
前の数値で記載しております。

  
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９月期  － 0.00 － 4.00  4.00

25年９月期  －     
25年９月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

当社は、平成25年２月５日開催の取締役会において、平成25年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株
の割合で株式分割を行うことを決議しております。上記１株当たり期末配当金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記載しております。



 

  

  

※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  6,588  16.6  196 △31.5  196 △30.8  52  △66.0  7.85

通期  14,616  18.1  750  33.6  750  35.0  366  119.5  54.60

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

当社は、平成25年２月５日開催の取締役会において、平成25年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株
の割合で株式分割を行うことを決議しております。上記１株当たり当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記載しております。

（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）： 無

－ － － －

（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９月期１Ｑ 34,580株 24年９月期 34,464株

②  期末自己株式数 25年９月期１Ｑ 920株 24年９月期 920株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期１Ｑ 33,586株 24年９月期１Ｑ 33,160株

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が完了しておりま

す。

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.２「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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の我が国の経済状況は、個人消費を中心に横ばいではありながらも、底堅く維持され

ており、海外経済の状況が改善されるにつれ、景気回復の兆しが期待される一方で、欧州や中国などの対外的な経

済環境をめぐる不確実性は高く、世界景気の下振れや為替等を背景に金融市場の変動が、国内の景気を下振れさせ

るリスクが高まっております。 

  こうした経済状況の中、当社グループが事業展開を行うインターネット広告市場においては、スマートフォンの

出荷台数が今後も増加傾向が続くと予測され、多様化する広告サービスの需要も拡大する見通しです。 

  また、東南アジア諸国をはじめとした、新興国の経済成長にも期待が高まっており、国内企業のグローバル展開

が注目されております。 

  こうした事業環境のもと、当社グループは、インターネット広告事業の「提供サービスの拡充と拡販」、メディ

ア運営事業の「収益改善」、新規市場となる「グローバルの展開加速」の３つの目標を掲げ、事業拡大に取組んで

まいりました。 

  これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,187百万円（前年同四半期比30.1％増加）、営業利益は

81百万円（前年同四半期比0.4％増加）、経常利益は82百万円（前年同四半期比3.4％増加）、四半期純利益は29百

万円（前年同四半期比9.0％減少）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より、「アフィリエイト運営」を「インターネット広告」に名称変更しており

ます。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、232百万円減少し4,312百万円となりまし

た。これは主に、売掛金が87百万円増加した一方、現金及び預金が321百万円減少したこと等によります。 

  

(負債) 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、238百万円減少し2,052百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が161百万円、賞与引当金が54百万円、買掛金が40百万円減少したこと等により

ます。 

  

(純資産) 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、5百万円増加し2,260百万円となりまし

た。これは主に、資本金が4百万円増加となったことと利益剰余金が2百万円増加したこと等によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月６日に公表いたしました通期連結業績予想から修正は行っておりません。 

 今後、業績予想に変更が生じた場合は速やかに開示いたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（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。 

   

   

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９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,366,082 2,045,074

売掛金 1,467,104 1,554,818

その他 97,508 60,576

貸倒引当金 △1,821 △1,969

流動資産合計 3,928,873 3,658,499

固定資産   

有形固定資産 82,193 91,904

無形固定資産   

のれん 76,860 72,038

その他 229,534 236,497

無形固定資産合計 306,394 308,536

投資その他の資産 227,810 253,472

固定資産合計 616,398 653,913

資産合計 4,545,271 4,312,413

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,677,636 1,636,798

1年内償還予定の社債 14,000 14,000

未払法人税等 186,545 25,535

賞与引当金 97,910 43,430

その他 188,870 205,717

流動負債合計 2,164,962 1,925,481

固定負債   

社債 86,000 86,000

その他 39,490 40,790

固定負債合計 125,490 126,790

負債合計 2,290,452 2,052,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 971,375 975,680

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 653,339 655,506

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 2,249,755 2,256,227

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △52 1,139

その他の包括利益累計額合計 △52 1,139

少数株主持分 5,116 2,774

純資産合計 2,254,819 2,260,141

負債純資産合計 4,545,271 4,312,413
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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10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,449,576 3,187,708

売上原価 1,899,916 2,560,527

売上総利益 549,660 627,181

販売費及び一般管理費 468,533 545,724

営業利益 81,126 81,457

営業外収益   

受取利息 0 302

助成金収入 － 990

その他 15 58

営業外収益合計 15 1,350

営業外費用   

持分法による投資損失 1,743 －

その他 － 724

営業外費用合計 1,743 724

経常利益 79,398 82,083

特別利益   

投資有価証券売却益 499 375

特別利益合計 499 375

特別損失   

固定資産除却損 8,934 －

特別損失合計 8,934 －

税金等調整前四半期純利益 70,963 82,459

法人税、住民税及び事業税 1,424 23,182

法人税等調整額 37,073 32,616

法人税等合計 38,498 55,798

少数株主損益調整前四半期純利益 32,465 26,660

少数株主利益又は少数株主損失（△） 602 △2,341

四半期純利益 31,862 29,002
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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10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,465 26,660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 994 1,191

その他の包括利益合計 994 1,191

四半期包括利益 33,459 27,852

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,857 30,194

少数株主に係る四半期包括利益 602 △2,341
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 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
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