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

（注）平成23年12月期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当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 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 3,403 5.6 230 △50.6 283 △38.2 128 △45.0
23年12月期 3,222 7.3 467 0.1 459 △2.8 233 0.6
（注）包括利益 24年12月期 208百万円 （27.7％） 23年12月期 163百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年12月期 14.21 14.09 3.8 7.7 6.8
23年12月期 26.56 25.98 9.7 16.1 14.5
（参考） 持分法投資損益 24年12月期  ―百万円 23年12月期  ―百万円

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

24年12月期 3,744 3,481 91.8 381.34
23年12月期 3,672 3,333 89.7 363.89
（参考） 自己資本   24年12月期  3,437百万円 23年12月期  3,292百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年12月期 156 △65 △82 1,484
23年12月期 362 △885 1,572 1,474

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年12月期 ― 0.00 ― 4.50 4.50 40 16.9 1.6
24年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 45 35.2 1.3
25年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 22.5

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31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) 1,748 6.5 121 29.9 133 19.9 65 65.9 7.27
通期 3,766 10.7 369 60.0 384 35.6 201 56.6 22.36



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 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。 

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 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 40,100 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 9,048,534 株 23年12月期 8,793,535 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年12月期 2,387 7.6 221 △47.9 281 △33.9 155 △36.2
23年12月期 2,218 13.1 425 6.0 426 4.6 243 10.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年12月期 17.13 16.99
23年12月期 27.65 27.05

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

24年12月期 3,665 3,477 94.9 385.84
23年12月期 3,558 3,306 92.9 365.45
（参考） 自己資本 24年12月期  3,477百万円 23年12月期  3,306百万円

2. 平成25年12月期の個別業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

※ 監査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。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,272 9.2 135 18.8 79 44.2 8.85
通期 2,705 13.3 374 32.7 222 43.7 24.75
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①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政権交代後の経済政策への期待感から、円安基調に転換し、

株価も上昇傾向となりましたが、一方で、デフレの継続に加えヨーロッパの金融不安、消費税増税等、

経済の先行きは不透明な状況となっています。 

 当社が属するインターネット市場では、インターネットの人口普及率は79.1%と順調な伸びを見せ、

その中でもインターネット利用目的として「商品・サービスの購入・取引」が60.1％を占めるなど、イ

ンターネットを用いた商業活動も堅調に伸びております（「平成23年通信利用動向調査」総務省）。ま

た、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。さらに、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

スと捉え、当連結会計年度は、クラウドサービスの技術研究と開発の強化、及び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、マーケティングサイエン

ス、コミュニケーションマイニングの研究を重ねて参りました。12月には、初の試みとして「オープン

ラボ」を開催し、多くのお客様に研究成果を発表することができました。 

 また、8月には次期主力サービスとなるSynergy!360に大幅な機能増加を行い、facebookやtwitter連

携を可能とするなど、あらゆる企業のキャンペーンを幅広くバックアップできるシステムに成長させま

した。他にも、株式会社リヴァンプと共同開発した「購買連動型CRMサービス」や、不動産業界に特化

した「不動産Synergy!LEAD on force.com」をリリースするなど、当社サービスラインアップの充実を

図りました。 

 販売力強化のための施策としては、セールスフォース・ドットコム等海外企業との業務提携を推進す

る一方、販売拠点を日本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参りました。また、当社とパート

ナー企業とのコラボレーションにより、マーケティング担当者の課題解決を支援するためのポータルサ

イト「Marketing Port (マーケティングポート)」をリリースし、より専門的なニーズにも対応できる

体制を強化いたしました。 

 そのため、当連結会計年度においては、技術研究と開発の強化のために優秀なエンジニアの採用を進

めるとともに、Synergy!360の開発に積極的な投資を行って参りました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,403,099千円（前連結会計年度3,222,601千円、前年同期比

5.6％増）、営業利益は230,837千円（前連結会計年度467,364千円、前年同期比50.6％減）、経常利益

は283,920千円（前連結会計年度459,710千円、前年同期比38.2％減）となり、当期純利益128,553千円

（前連結会計年度は233,554千円、前年同期比45.0％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。 

（イ）クラウドサービス事業 

クラウドサービス事業は、昨今のクラウドサービスに対する関心の高まりを背景に、主力サービス

「Synergy!」や「Synergy!360」の低コストで導入可能な利点を訴求し、企業の経費削減のニーズを取

り込んだ営業活動を展開すべく、営業体制の強化をはかり、人件費441,803千円（前年同期409,217千

円）を投資しました。加えて、「iNSIGHTBOX」サービスの機能強化や研究開発活動を積極的に行った結

果、研究開発費が121,401千円（前年同期29,825千円）となりました。 

 以上の結果、売上高は1,397,584千円、セグメント利益は177,413千円となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（ロ）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973,435千円、セグメント利益は

44,552千円となりました。 

（ハ）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1,032,079千円、セグメント利益は1,966千円となりました。 

  

②次期の見通し 

当社グループが属するクラウドコンピューティングの市場については、「①当連結会計年度の経営成

績」にも記載のとおり、市場規模の拡大が予測されております。 

このような状況において、クラウドコンピューティング市場CRM分野におけるリーディングカンパニ

ーとなるべく、事業を展開しております。また、業務・資本提携先であるセールスフォース・ドットコ

ムとの協業体制を強化すべく、専門部署を立ち上げて協業事業を強化して参ります。 

次期について、売上高は、クラウドサービス売上高を中心に引き続き堅調に伸長する見通しです。 

 営業利益については、当連結会計年度と比較し、増加する見通しであります。こちらにつきまして

は、昨今のクラウドコンピューティングを取り巻く技術、サービスの急激な変化に対応すべく、研究開

発活動や人材の確保に積極的に投資を行って参る予定ですが、「Synergy!360」などの新サービス群の

売上高に対する開発および保守コストが占める割合が低下することに伴い、利益率が改善する時期にさ

しかかると予測されるためです。 

以上により、次期の連結業績見通しについては、売上高3,766百万円（当連結会計年度比10.7％

増）、営業利益369百万円（当連結会計年度比60.0％増）、経常利益384百万円（当連結会計年度比

35.6％増）、当期純利益201百万円（当連結会計年度比56.6％増）を予定しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて81,341千円増加し、2,120,944千円となりました。これは、

現金及び預金が199,583千円減少したものの、有価証券が146,165千円増加し、また、売掛金が73,618千

円増加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9,492千円減少し、1,623,551千円となりました。これは、サ

ービスの追加開発により、ソフトウェアが61,684千円増加したものの、のれんが56,952千円、繰延税金

資産が27,641千円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて71,848千円増加し、3,744,495千円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて81,150千円減少し、258,270千円となりました。これは、未

払法人税等が53,528千円、返済により一年内返済予定の長期借入金が28,000千円減少したことなどによ

ります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4,595千円増加し、4,595千円となりました。これは、繰延税

金負債を4,595千円計上したことによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて76,555千円減少し、262,865千円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて148,403千円増加し、3,481,629千円となりました。これ

は、利益剰余金が87,834千円、有価証券評価差額金が75,097千円増加し、自己株式を20,545千円取得し

たことなどによります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て9,402千円増加し、1,484,073千円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、156,484千円の収入となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益270,101千円、減価償却費162,541千円を計上し、法人税等の支払額195,280千円の支出な

どによるものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、65,638千円の支出となりました。これは主に、投資有価証券

の償還による収入301,380千円、サービスの追加開発に伴う無形固定資産の取得による支出207,050千

円、投資有価証券の取得による支出176,296千円によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、82,828千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払

額35,424千円、長期借入金の返済による支出28,000千円、自己株式の取得による支出20,745千円による

ものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しています。  

３．平成20年12月期及び平成24年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債がない

ため記載しておりません。 

４．インタレスト・ガバレッジ・レシオは、上記いずれの期においても利払いが極めて少額のため、記載してお

りません。 

  

平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年12月期

自己資本比率 82.4 70.9 74.2 89.7 91.8

時価ベースの自己資本比率 120.2 119.5 1,302.3 264.1 123.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ 29.3 21.6 7.7 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ － － － －
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消費者行動予測技術を用いて、今までにないマーケティング支援サービスを提供します。その結果と

して、企業のマーケティングROIを飛躍的に向上させ、企業を元気に、社会を豊かにします。 

  

利益価値及び企業価値の増大を目的とし、１株当たり当期純利益を重要経営指標と定め、その向上を

目指しております。 

  

①ターゲット市場に向けた用途特化型サービスの提供を行います。ターゲット市場を限定することによ

り、経営資源（マーケティングノウハウ・開発力）を集中させ、付加価値の高いサービスを提供するス

ピードを加速させると同時に、ターゲット市場ごとの消費者行動履歴データの蓄積スピードを加速させ

ます。 

②セールスフォース・ドットコムを含む外部パートナーとの連携を強化していきます。 

③上記、消費者行動履歴データを中心としたマーケティングデータ（ビッグデータ）を活用し、新たな

展開を図ります。 

  

当社グループが属するインターネット市場は、技術進歩が非常に速く、また、市場が拡大する中でサ

ービスも多様化しております。このような環境の中、当社グループが提供する「Synergy!360」

「Synergy!」「Synergy!LEAD on force.com」のように、インターネット経由で共同利用することによ

り提供されるサービスはクラウドサービスと呼ばれ、大規模な設備投資が不要であり、導入コストの削

減とスピーディーな導入が可能となることから、注目を集めている分野であります。  

 このような動きを受けて、今後、クラウド市場は市場規模が拡大していくものと予想されますが、そ

の一方で、競合他社との競争は激しさを増すものと認識しております。当社グループは、クラウド市場

において、事業成長を図りつつ、競合他社との差別化を推進するとともに、収益性の向上に取り組み、

企業価値を継続的に拡大させる方針であります。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 991,514 791,931

受取手形及び売掛金 357,629 431,968

有価証券 600,096 746,262

商品及び製品 29,119 32,188

仕掛品 12,583 24,945

繰延税金資産 13,282 13,054

前払費用 35,951 34,633

その他 2,282 51,240

貸倒引当金 △2,857 △5,279

流動資産合計 2,039,603 2,120,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 65,964 66,179

減価償却累計額 △16,116 △25,249

建物及び構築物（純額） 49,848 40,929

工具、器具及び備品 183,663 208,356

減価償却累計額 △113,904 △150,056

工具、器具及び備品（純額） 69,759 58,300

有形固定資産合計 119,607 99,230

無形固定資産   

のれん 144,905 87,952

ソフトウエア 356,993 418,678

ソフトウエア仮勘定 3,454 21,439

その他 29 29

無形固定資産合計 505,383 528,100

投資その他の資産   

投資有価証券 875,618 902,181

繰延税金資産 33,307 5,666

差入保証金 85,532 81,262

その他 15,846 14,706

貸倒引当金 △2,252 △7,596

投資その他の資産合計 1,008,052 996,220

固定資産合計 1,633,043 1,623,551

資産合計 3,672,647 3,744,495
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 79,756 80,801

1年内返済予定の長期借入金 28,000 －

未払金 63,284 62,996

未払法人税等 104,037 50,509

未払消費税等 22,043 16,465

預り金 22,405 14,551

賞与引当金 － 15,862

その他 19,894 17,083

流動負債合計 339,421 258,270

固定負債   

繰延税金負債 － 4,595

固定負債合計 － 4,595

負債合計 339,421 262,865

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 1,152,811

自己株式 － △20,545

株主資本合計 3,335,388 3,404,707

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 32,521

その他の包括利益累計額合計 △42,575 32,521

少数株主持分 40,413 44,400

純資産合計 3,333,225 3,481,629

負債純資産合計 3,672,647 3,744,495
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,222,601 3,403,099

売上原価 1,513,599 1,762,399

売上総利益 1,709,002 1,640,700

販売費及び一般管理費 1,241,637 1,409,862

営業利益 467,364 230,837

営業外収益   

受取利息 3,689 4,949

受取配当金 6,639 10,135

為替差益 － 37,016

その他 786 1,435

営業外収益合計 11,115 53,535

営業外費用   

支払利息 803 224

株式交付費 12,236 －

自己株式取得費用 － 200

為替差損 5,696 －

その他 33 28

営業外費用合計 18,769 453

経常利益 459,710 283,920

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,663

特別利益合計 － 6,663

特別損失   

固定資産除却損 15,257 481

減損損失 － 20,000

特別損失合計 15,257 20,481

税金等調整前当期純利益 444,452 270,101

法人税、住民税及び事業税 197,928 145,849

法人税等調整額 6,074 △8,977

法人税等合計 204,003 136,872

少数株主損益調整前当期純利益 240,448 133,229

少数株主利益 6,894 4,675

当期純利益 233,554 128,553
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 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 240,448 133,229

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77,366 75,097

その他の包括利益合計 △77,366 75,097

包括利益 163,082 208,327

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 156,187 203,651

少数株主に係る包括利益 6,894 4,675
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 365,300 1,155,617

当期変動額   

新株の発行 771,894 －

新株の発行（新株予約権の行使） 18,423 1,015

当期変動額合計 790,317 1,015

当期末残高 1,155,617 1,156,632

資本剰余金   

当期首残高 267,428 1,114,793

当期変動額   

新株の発行 771,769 －

新株の発行（新株予約権の行使） 18,423 1,015

自己株式の処分 57,171 －

当期変動額合計 847,364 1,015

当期末残高 1,114,793 1,115,808

利益剰余金   

当期首残高 864,165 1,064,977

当期変動額   

剰余金の配当 △32,742 △40,719

当期純利益 233,554 128,553

当期変動額合計 200,811 87,834

当期末残高 1,064,977 1,152,811

自己株式   

当期首残高 △8,240 －

当期変動額   

自己株式の取得 － △20,545

自己株式の処分 8,240 －

当期変動額合計 8,240 △20,545

当期末残高 － △20,545

株主資本合計   

当期首残高 1,488,653 3,335,388

当期変動額   

新株の発行 1,543,663 －

新株の発行（新株予約権の行使） 36,846 2,030

自己株式の処分 65,412 －

剰余金の配当 △32,742 △40,719

当期純利益 233,554 128,553

自己株式の取得 － △20,545

当期変動額合計 1,846,734 69,319

当期末残高 3,335,388 3,404,707
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 34,790 △42,575

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77,366 75,097

当期変動額合計 △77,366 75,097

当期末残高 △42,575 32,521

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 34,790 △42,575

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77,366 75,097

当期変動額合計 △77,366 75,097

当期末残高 △42,575 32,521

少数株主持分   

当期首残高 34,480 40,413

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,932 3,986

当期変動額合計 5,932 3,986

当期末残高 40,413 44,400

純資産合計   

当期首残高 1,557,925 3,333,225

当期変動額   

新株の発行 1,543,663 －

新株の発行（新株予約権の行使） 36,846 2,030

自己株式の処分 65,412 －

剰余金の配当 △32,742 △40,719

当期純利益 233,554 128,553

自己株式の取得 － △20,545

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,433 79,084

当期変動額合計 1,775,300 148,403

当期末残高 3,333,225 3,481,629
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 444,452 270,101

減価償却費 98,370 162,541

減損損失 － 20,000

のれん償却額 56,952 56,952

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,154 9,666

受取利息及び受取配当金 △10,329 △15,084

支払利息 803 224

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,663

株式交付費 12,236 －

為替差損益（△は益） 5,696 △37,016

固定資産除却損 15,257 481

自己株式取得手数料 － 200

売上債権の増減額（△は増加） △809 △74,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,294 △15,431

前払費用の増減額（△は増加） 694 1,281

仕入債務の増減額（△は減少） △5,879 1,045

未払金の増減額（△は減少） △26,500 △288

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,549 △5,577

預り金の増減額（△は減少） 1,401 △12,296

前受収益の増減額（△は減少） △7,766 △1,586

賞与引当金の増減額（△は減少） － 15,862

その他 △1,454 △32,481

小計 567,536 337,594

利息及び配当金の受取額 10,329 14,312

利息の支払額 △712 △143

法人税等の支払額 △214,907 △195,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,245 156,484

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 △159,000 △123,370

定期預金の払戻による収入 80,000 166,460

有形固定資産の取得による支出 △109,187 △30,490

無形固定資産の取得による支出 △257,896 △207,050

投資有価証券の取得による支出 △455,566 △176,296

投資有価証券の償還による収入 6,000 301,380

長期前払費用の取得による支出 △12,702 △541

差入保証金の回収による収入 24,898 4,269

子会社株式の取得による支出 △1,605 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △885,059 △65,638
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年12月31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 △32,000 △28,000

株式の発行による収入 1,531,426 －

ストックオプションの行使による収入 36,846 2,030

自己株式の取得による支出 － △20,745

自己株式の処分による収入 65,412 －

配当金の支払額 △28,199 △35,424

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 1,572,523 △82,828

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,666 1,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,047,042 9,402

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期末残高 1,474,671 1,484,073
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該当事項はありません。 

  

１  連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 

㈱ビーネット 

(2) 非連結子会社の数  １社 

非連結子会社の名称 

グローブコミュニケーション㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、連結財務諸表等に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

  

２  持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会社の名称 

グローブコミュニケーション㈱ 

（持分法を適用していない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

  

３  連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

  

４  会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しております。 

ロ  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

②デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

時価法を採用しております。 

③たな卸資産 

イ  商品及び製品 

先入先出法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

ロ  仕掛品 

個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

①有形固定資産 

平成19年３月31日以前に取得したもの 

法人税法に規定する旧定率法によっております。 

平成19年４月１日以降に取得したもの 

法人税法に規定する定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物      ８～15年 

工具、器具及び備品  ４～15年 

②無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

(5) のれんの償却方法及び償却期間 

５年間で均等償却しております。 

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しております。 

  

追加情報
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社グループは、内部管理上採用している区分により、「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」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの主なサービス等は以下のとおりであります。 

クラウドサービス事業・・・・マーケティングナビゲーター「Synergy!360」、コミュニケーショ

ン・プラットフォーム「Synergy!」、社会知データベース

「iNSIGHTBOX」など、企業のマーケティングをサポートする各種

サービスをクラウド形態で提供 

 エージェント事業・・・・・・コンサルティング、システム実装、Webサイト構築等 

 eホールセール事業 ・・・・・ECショップ向け商品卸売等 
  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本的となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント内の内部収益及び振替高は市場価格に基づい

ております。 
  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
(注)１(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額11,200千円は、セグメント間取引の消去によるものです。 

 (2) セグメント資産の調整額2,245,795千円には各報告セグメントに配分していない全社資産2,677,302千円及
びセグメント間取引消去△431,506千円が含まれております。 

 (3) 減価償却費の調整額△11,525千円はセグメント間取引消去によるものです。 
 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額13,063千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の設

備投資額15,892千円及びセグメント間取引消去△2,828千円が含まれております。 
２ セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
３ 全社資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に

基づき各報告セグメントに配分しております。 
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。 
  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注１)

連結損財務
諸表計上額
（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 1,229,800 974,398 1,018,402 3,222,601 - 3,222,601

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 14,037 56 14,093 △14,093 -

計 1,229,800 988,435 1,018,458 3,236,694 △14,093 3,222,601

セグメント利益又は損失(△) 288,107 137,790 30,265 456,163 11,200 467,364

セグメント資産 628,481 253,090 545,279 1,426,851 2,245,795 3,672,647

その他の項目

 減価償却費 82,925 18,232 8,738 109,895 △11,525 98,370

 のれんの償却費 - - 56,952 56,952 - 56,952

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

286,718 7,924 7,077 301,719 13,063 314,782
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当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

 
(注)１(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額6,905千円は、セグメント間取引の消去によるものです。 

 (2) セグメント資産の調整額2,209,794千円には各報告セグメントに配分していない全社資産2,647,136千円及
びセグメント間取引消去△437,342千円が含まれております。 

 (3) 減価償却費の調整額△7,378千円はセグメント間取引消去によるものです。 
 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額15,537千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の設

備投資額19,234千円及びセグメント間取引消去△3,697千円が含まれております。 
２ セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
３ 全社資産については、各報告セグメントに配分しておりませんが、関連する費用については、合理的な基準に

基づき各報告セグメントに配分しております。 
４ 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、長期前払費用に係る金額が含まれております。 

  

  

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略

しております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注１)

連結財務
諸表計上額
（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 1,397,584 973,435 1,032,079 3,403,099 - 3,403,099

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- 16,578 - 16,578 △16,578 -

計 1,397,584 990,013 1,032,079 3,419,677 △16,578 3,403,099

セグメント利益又は損失(△) 177,413 44,552 1,966 223,932 6,905 230,837

セグメント資産 759,946 258,213 516,540 1,534,701 2,209,794 3,744,495

その他の項目

 減価償却費 144,739 15,935 9,244 169,919 △7,378 162,541

  のれんの償却費 - - 56,952 56,952 - 56,952

  減損損失 20,000 - - 20,000 - 20,000

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

211,850 919 9,775 222,544 15,537 238,082

（関連情報）

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報
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セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

外部顧客ごとの売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上を占めるものがないため、記載を省略

しております。 

  

該当事項はありません。 

  

「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、当連結会計年度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。 

  

 
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

 
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(2) 有形固定資産

３．主要な顧客ごとの情報

（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）

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日)

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)
(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

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

 当期末残高 - - 144,905 144,905 - 144,905

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日)
(単位：千円)

報告セグメント
全社・消去 合計

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

 当期末残高 - - 87,952 87,952 - 87,952

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

前連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日)

当連結会計年度(自  平成24年１月１日  至  平成24年12月31日)
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

海外子会社設立 

当社は平成24年12月17日開催の取締役会決議に基づき、下記の通り、米国に子会社を設立いたしま

した。 

（1）子会社設立の目的 

優れた技術や製品開発力を有する米国企業の情報をいち早く取り入れ当社サービスに反映させるこ

と、並びに、当社と事業シナジーの高い企業との提携を積極的に展開し更なる事業拡大を目指してい

くためであります。 

（2）子会社の概要 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１株当たり純資産額 363円89銭 １株当たり純資産額 381円34銭

１株当たり当期純利益金額 26円56銭 １株当たり当期純利益金額 14円21銭

 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

25円98銭
 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

14円09銭

前連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 233,554 128,553

 普通株主に帰属しない金額(千円) - -

 普通株式に係る当期純利益(千円) 233,554 128,553

 普通株式の期中平均株式数(株) 8,793,535 9,048,534

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 普通株式増加数(株) 195,780 77,896

 (うち新株予約権) (195,780) (77,896)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

－ －

(重要な後発事象)

①商号 SMIA Corporation

②所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州

③代表者 田畑 正吾（当社取締役副社長兼CFO）

④事業内容 当社と事業シナジーの高い企業に関する情報収集や出資、市場調査等

⑤設立 平成25年１月４日

⑥資本金 200万米ドル

⑦株主 当社100％

⑧株式数 200万株
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