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（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  2,150  14.1  329  86.3  342  88.9  198  101.3

23年12月期  1,884  －  177  －  181  －  98  －

（注）包括利益 24年12月期 198百万円（ ％）101.3   23年12月期 98百万円 （ ％） －

  
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  101.80  －  26.2  23.7  15.3

23年12月期  50.84  －  19.1  16.3  9.4

（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 
（注） 
１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
２．平成24年８月10日に株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、23年12
月期の期中平均株式数を算定しております。平成24年12月期の期中平均株式数は、当該株式分割が平成24年12月期の期首
に行なわれたと仮定して算出しております。なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しておりま
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 

24年12月期  1,651  948  57.4  457.20

23年12月期  1,234  563  45.7  291.41

（参考）自己資本 24年12月期 948百万円   23年12月期 563百万円
（注）平成24年８月10日付で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株
当たり純資産額を算定しております。なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。

  
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  228  △191  177  863

23年12月期  211  △4  7  648

  
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 － 0.00 0.00  － － －

24年12月期 －  0.00 － 30.00 30.00  62 29.5 8.0

25年12月期（予想） －  － － － －   －  

（注） 

１．24年12月期期末配当金の内訳 記念配当 ５円00銭 

２．当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配

当予想は未定であります。



 

  

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、対前年同期増減率）

  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  2,500  16.3  450  36.4  446  30.4  264  33.7  127.57

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。



※  注記事項 

新規   社  （社名）         、除外   社  （社名）    

  
  
（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） 

  
※ （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 

    
※  監査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 

  

（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   

－ －

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                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

（注）詳細は、添付資料Ｐ．15「４．連結財務諸表（７）会計方針の変更」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期 2,075,000株 23年12月期 1,935,000株

②  期末自己株式数 24年12月期 －株 23年12月期 －株

③  期中平均株式数 24年12月期 1,945,328株 23年12月期 1,935,000株

当社株式は、平成24年８月10日に株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、23年12月期の期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。平成24年12月期の期中平均株式

数は、当該株式分割が平成24年12月期の期首に行なわれたと仮定して算出しております。

（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   2,125  16.8   316   94.7   329   89.7   184   101.5

23年12月期   1,819    －   162   －   173   －   91   －

  
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  94.75  －

23年12月期  47.27 －

（注） 
１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
２．平成24年８月10日に株式分割を行っております。前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、23年12月期
の期中平均株式数を算定しております。平成24年12月期の期中平均株式数は、当該株式分割が平成24年12月期の期首に行
なわれたと仮定して算出しております。

  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 

24年12月期  1,643 940  57.2 453.31

23年12月期  1,223 569  46.5 294.34

（参考）自己資本 24年12月期 940百万円   23年12月期 百万円 569
（注）平成24年８月10日付で株式分割を行いましたが、前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当た
り純資産額を算定しております。

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，連結財務諸

表に対する監査手続が実施中です。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、決算短信（添付資料）Ｐ．２

「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する分析 

当社グループは、創業以来、「国民的“マリッジ＆ライフデザイン”サービスを創る」及び「ご縁がある皆様

を“幸せ”にする」を経営理念として事業を展開しておりますが、「婚活」というワードの検索数が平成19年ごろか

ら飛躍的に上昇するなど、婚活サービスに対する心理的ハードルが低下し、潜在的な市場規模が拡大傾向にある中、

未婚率は依然として上昇傾向にあり、当社事業への社会的ニーズは大きく高まっております。 

このような環境のもと、当社グループは、インターネットを活用するサービスのメディア部門、結婚相談所や婚活

イベント等のリアルサービスを行うサービス部門、そしてシステム部門を組み合わせ、ソーシャル婚活メディアを中

心とした複合婚活事業モデルの独自性を活かしつつ、ＩＴを駆使して市場を開拓し、持続的成長を実現してまいりま

した。 

当社グループの現在のサービス利用者数は約25万人、ご加盟いただいている結婚相談所数は800社以上となっており

ます。また、平成24年度においては、主要サイトのスマートフォン対応、顧客統合データベース拡充、新規出店（東

京八重洲・名古屋）を行うなど、事業基盤の強化を図ってまいりました。 

その結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は、2,150百万円(前年度比14.1％増)、営業利益は、329

百万円(前年度比86.3％増)、経常利益は、342百万円(前年度比88.9％増)、当期純利益は、198百万円(前年度比

101.3％増)となりました。 

なお、お陰様をもちまして当社グループは、平成24年12月に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場へ

の上場をいたしております。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高については、セグメント間の内部売上高又は振替高を

含めて表示しております。  

＜①メディア部門＞ 

 メディア部門には、ＡＳＰ事業、メディア事業、コミュニティ事業、レストランコンシェルジュ事業が属しており

ます。 

 当部門では、ＡＳＰ事業での日本結婚相談所連盟の加盟相談所数・登録会員数の順調な増加、メディア事業でのメ

ディア広告枠の拡販、コミュニティ事業での平成23年12月実施のソーシャル婚活メディアへのフルリニューアル、レ

ストランコンシェルジュ事業での街コン参入などサービス多角化がそれぞれ寄与し、売上は順調に推移いたしまし

た。 

 その結果、当連結会計年度におけるセグメント売上高は1,013百万円(前年度比12.8％増)、セグメント利益は388百

万円(前年度比43.2％増)となりました。  

＜②サービス部門＞ 

 サービス部門には、ラウンジ事業、イベント事業が属しております。 

 当部門では、ラウンジ事業での会員数と成婚数の順調な推移、イベント事業での開催本数・参加人数の拡大が寄与

し、売上は順調に推移いたしました。 

 その結果、当連結会計年度におけるセグメント売上高は1,128百万円(前年度比22.5％増)、セグメント利益は332百

万円(前年度比48.8％増)となりました。  

＜③システム部門＞ 

 システム部門は、連結子会社の株式会社エスアイヤが属しております。 

 当部門では、当社グループのＩＴ対応の更なる強化のために平成24年度より当社グループ内の開発に特化する方針

としたため、外部開発の売上高は減少しております。 

 その結果、当連結会計年度におけるセグメント売上高は103百万円(前年度比14.0％減)、セグメント利益は15百万円

(前年度比57.6％増)となりました。 

 次期の見通しにつきましては、平成24年12月の株式上場で調達した資金（186百万円）の一部を投じて、特にメディ

ア部門でのシステム開発投資を積極的に行い、会員顧客が当社のサービスを複数併用する場合に、シングルアカウント

（複数サービス利用の際も共通のＩＤ・パスワードで利用可能）機能を提供することで、プロフィール等の情報登録や

ＩＤ・パスワード管理の負担やストレス軽減を図るなど顧客統合管理データベースの拡充化や共通ポイントプログラム

システムの導入等を実現し、当社の強みである複合事業の総合展開によるシナジー効果をさらに高めていく予定であ

り、売上高2,500百万円(当年度比16.3％増)、営業利益450百万円(当年度比36.4％増)、経常利益446百万円(当年度比

30.4％増)、当期利益264百万円(当年度比33.7％増)を見込んでおります。  

   

（２）財政状態に関する分析 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当社グループが判断したものであります。 

   ① 当連結会計年度の資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における流動資産は1,222百万円となり、前連結会計年度末に比べ305百万円増加いたしまし

た。これは主に現金及び預金が214百万円、売掛金が66百万円増加した一方、未収還付法人税等が２百万円減少し

たことによるものであります。固定資産は429百万円となり、前連結会計年度末に比べ111百万円増加いたしまし

１．経営成績・財政状態に関する分析
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た。これは主に有形固定資産が6百万円、差入保証金が115百万円増加した一方、無形固定資産が22百万円減少した

ことによるものであります。 

 この結果、総資産は、1,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ417百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当連結会計年度末における流動負債は685百万円となり、前連結会計年度末に比べ52百万円増加いたしました。

これは主に未払金が20百万円、未払法人税等が32百万円、短期借入金が10百万円増加した一方、１年内返済予定の

長期借入金が18百万円、前受金が30百万円減少したことによるものであります。固定負債は17百万円となり、前連

結会計年度末に比べ20百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が12百万円減少したことによるも

のであります。 

 この結果、負債合計は、703百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産は948百万円となり、前連結会計年度末に比べ384百万円増加いたしました。こ

れは主に株式の発行による資本金等の増加186百万円、当期純利益198百万円の計上によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は57.4％（前連結会計年度末は45.7％）となりました。 

  

   ② 当連結会計年度のキャッシュ・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、営業活動の結果得られた資金228百

万円、投資活動で支出した資金191百万円及び財務活動で得られた資金177百万円により、前連結会計年度末の648

百万円から214百万円増加し、863百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次

のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動の結果、資金は228百万円の増加(前年同期は、211百万円の増加)となりまし

た。主な変動内訳は、税引前当期純利益(347百万円)、未払金及び未払費用の増加(49百万円)、売上債権の増加(66

百万円)、等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動の結果、資金は191百万円の減少(前年同期は、４百万円の減少)となりまし

た。主な変動内訳は、有形固定資産の取得による支出(41百万円)、無形固定資産の取得による支出(22百万円)、敷

金及び保証金の差入による支出(134百万円)等であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動の結果、資金は177百万円の増加(前年同期は、７百万円の増加)となりまし

た。主な変動内訳は、株式の発行による収入(186百万円)、短期借入による収入(10百万円)、長期借入金の返済に

よる支出(18百万円)等であります。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

 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・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）①いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

   ②株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 

       平成23年12月期は非上場のため記載しておりません。 

      ③キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して 

             おります。 

         有利子負債は、連結貸借対照表に計上している借入金の他、利子を支払っているすべての負債を対象とし 

             ております  

        ④利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。  

  

   平成23年12月期 平成24年度12月期  

 自己資本比率（％）   45.7   57.4

 時価ベースの自己資本比率（％）   －   263.2

 キャッシュ・フロー対 

 有利子負債比率（年） 
  0.8   0.7

 インタレスト・カバレッジ・ 

 レシオ（倍） 
  77.4   107.8
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する適切な利益還元についても重要な経営課題であると認識しており、財務体質強化及び更な

る事業拡大に向けた内部留保の必要性を勘案しつつ、業績に応じた剰余金の配当を行うことを基本方針としており

ます。 

この基本方針に従い、すでにお知らせしましたように、平成24年12月期の期末配当金につきましては、１株当た

り普通配当25円00銭、記念配当５円00銭を合わせて30円00銭とさせていただくことを予定しております。これによ

り、当期の１株当たり年間配当金は30円00銭となる見込みであり、配当性向（連結）は29.5％となります。 

また、次期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

  

（４）事業等のリスク 

近提出の有価証券届出書（平成24年11月１日提出）における記載から重要な変更はないため、開示を省略しま 

す。  
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当社グループの企業集団は、当社（株式会社ＩＢＪ）及び連結子会社１社で構成されており、事業はメディア事業、

サービス事業、システム事業を行っております。 

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

  

[事業系統図]  

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「国民的“マリッジ＆ライフデザイン”サービスを創る」及び「ご縁ある皆様を“幸せ”にする」

を経営理念に掲げ、独自のビジネスモデルのもと、優れた人財を集い育成し、資本・資源を有効に活用し、豊かな自己

実現と社会貢献を実現する「婚活事業をメインとしたライフデザインサポートカンパニー」であります。 

当社グループの競争力の源泉はその独自のビジネスモデルにあり、「インターネット（ＩＴ）とリアル（サービ

ス）」をバランスさせる「ＩＴを実現する力」と「サービススキル」の優位性を今後も追求してまいります。  

     

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、経営数値指標として、セグメント売上高、セグメント利益及びキャッシュ・フローを重要な経営指

標と考えております。セグメント売上、セグメント利益の持続的向上を通じてグループの成長を続け、企業価値の増大

を目指してまいります。 

     

（３）中長期的な会社の経営戦略 

  今後においては、平成24年12月の株式上場で調達した資金（186百万円）の一部を投じて、特にメディア部門でのシ

ステム開発投資を積極的に行い、会員顧客が当社のサービスを複数併用する場合に、シングルアカウント（複数サービ

ス利用の際も共通のＩＤ・パスワードで利用可能）機能を提供することで、プロフィール等の情報登録やＩＤ・パスワ

ード管理の負担やストレス軽減を図るなど顧客統合管理データベースの拡充化や共通ポイントプログラムシステムの導

入等を実現し、当社の強みである複合事業の総合展開によるシナジー効果をさらに高めてまいる所存です。 

 また、会員基盤の充実と成婚率上昇による婚活サービスの価値向上に加え、会員基盤を活かした新事業を創出すべく

婚活サービス以外の「結婚後のファミリー・ソリューション」や「結婚以外の分野のライフ・ソリューション」の提案

を事業化することにより、社会的意義ある存在として顧客満足度の高い事業活動を行っていく所存であります。 

   

（４）会社の対処すべき課題 

当社は、「国民的“マリッジ＆ライフデザイン”サービスを創る」及び「ご縁がある皆様を“幸せ”にする」とい

う経営理念の下、情報通信分野を中心とする様々なマリッジ＆ライフデザインサポート事業を展開しております。 

さらに、当社はＷＥＢ上のサービスに加え、対面型のサービスも展開しており、インターネットとリアルを融合さ

せた事業展開は、同業他社にはない強みであります。当社は、これを 大限に活かすとともに、工夫と創造や、変革と

挑戦に取り組む姿勢を全社的に持ち、顧客満足度の高いサービスを提供し続けることで、社会貢献度が高く、かつ収益

性の高い事業を展開してまいります。 

 そのために、今後は次の課題に取り組んでまいります。 

  

①ＡＳＰ事業と直営結婚相談ラウンジの全国・主要ターミナルへの展開 

 当社事業の中核である結婚相談所ネットワーク（ＡＳＰ事業）は、現在のところ、関東・東海・関西が中心であ

り、また直営の結婚相談ラウンジについても、東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府・兵庫県での展開となっておりま

す。当社が手がけるマリッジサービスを全国規模のサービスへ進化・拡大させるためには、 

(イ)ＡＳＰ事業において、上記以外のエリアにおける結婚相談所とその会員に対して「ＩＢＪシステム」を普及・拡

  大させること 

(ロ)ラウンジ事業において、直営の結婚相談ラウンジを主要ターミナル立地に特化する現方針の下で、上記以外の主

  要ターミナルに店舗を展開していくこと 

が不可欠であります。未開拓のエリアや出店候補都市の結婚相談所や一般個人の皆様からは、早期進出を求める声も

高まっておりますので、さらに全国規模に拡充し、一組でも多くの成婚を育むために、ＡＳＰ事業の全国エリア展開

と、直営結婚相談ラウンジの主要ターミナルへの店舗展開を促進してまいります。 

  

②統合データベースを活用した会員顧客のサービス相互循環促進 

 当社は、複数のマリッジサービスを展開していることを活かして、各サービスの顧客情報を一元管理するための

「統合データベース」を構築しており、会員顧客が当社のサービスを複数併用する場合にも、シングルアカウント

（複数サービス利用の際も共通のＩＤ・パスワードで利用可能）機能を提供することで、プロフィール等の情報登録

やＩＤ・パスワード管理の負担やストレス軽減を図っております。 

 今後は、この統合データベースをサービスプロモーションなど営業面で活用していく方針でありますので、統合未

了のサービスについてはシステムリニューアル統合を鋭意進めるとともに、統合完了している各サービスにおいては

ポイントプログラム制度を連動させるなどして、会員顧客のサービス間の相互循環を促進してまいります。 

  

③保有ＷＥＢサイトと会員基盤を活用した広告サービスの展開 

３．経営方針
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 当社は、婚活サービスに関するＷＥＢサイト、及びビューティー・不動産関連の情報ポータルサイトを複数運営し

ており、充実した会員基盤及び顧客情報を抱えております。特に、会員基盤については有料で当社サービスを利用す

る顧客層であり、マリッジ周辺の事業領域に対してはそのメディアとしての価値を提供できるものと考えておりま

す。したがって、マリッジと関連性のある事業を営む法人顧客に対しては、当社が運営する婚活関連のＷＥＢサイト

やビューティー・不動産等の情報ポータルサイト上での「ＷＥＢ広告」掲載に加えて、当社が抱える顧客情報や会員

基盤に対して当社の直営ラウンジや結婚相談所ネットワーク（加盟相談所）に所属するカウンセラーの販売力等を活

用して「リアルにリーチできる広告」を組み合わせた、他にはないメディア広告媒体とその価値を構築することによ

って、メディア事業の増収を図ってまいります。 

  

④専門性の高い人材確保と人材育成 

 企業規模の拡大及び成長のためには、より高い専門性を有する人材の確保とともに、既存社員の能力及びスキルの

底上げが重要な課題となります。また、社員全員が当社の企業理念や経営方針を深く理解し、サービスの末端に至る

までそれを浸透させていくことも必要となります。 

 この課題に対処するために、有能な人材の中途採用を随時行うとともに、今後入社する新卒採用社員の育成とその

後の新卒採用を積極的に推進してまいります。また、既存社員に対しては当社独自の経験とノウハウに基づく入会・

成婚の出し方研修やマーケティング研修など多様かつ有益な研修を、定期的・計画的に実施していくことで、「営業

力」「マーケティング力」「マネジメント力」を兼ね備えた人材の育成に取り組んでまいります。 
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４．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 648,599 863,534

売掛金 238,793 305,217

仕掛品 818 －

原材料及び貯蔵品 131 67

前払費用 18,988 19,331

未収還付法人税等 3,548 1,287

繰延税金資産 6,524 22,412

その他 149 12,380

貸倒引当金 △1,152 △1,880

流動資産合計 916,402 1,222,350

固定資産   

有形固定資産   

建物 83,502 91,597

減価償却累計額 △39,679 △41,148

建物（純額） 43,823 50,448

工具、器具及び備品 36,231 44,632

減価償却累計額 △25,956 △33,844

工具、器具及び備品（純額） 10,275 10,787

リース資産 4,870 4,870

減価償却累計額 △730 △1,704

リース資産（純額） 4,139 3,165

有形固定資産合計 58,238 64,401

無形固定資産   

のれん 46,371 25,561

ソフトウエア 51,514 50,090

無形固定資産合計 97,885 75,651

投資その他の資産   

投資有価証券 0 －

差入保証金 122,239 237,247

繰延税金資産 18,970 10,414

その他 21,182 41,855

投資その他の資産合計 162,393 289,517

固定資産合計 318,516 429,570

資産合計 1,234,918 1,651,921
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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   

買掛金 23,439 16,916

短期借入金 150,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 18,000 －

リース債務 953 1,011

未払金 56,072 76,484

未払費用 75,066 105,288

未払法人税等 87,028 119,942

未払消費税等 17,526 24,541

前受金 198,886 168,730

資産除去債務 － 9,180

その他 5,535 3,383

流動負債合計 632,509 685,479

固定負債   

リース債務 3,523 2,511

役員退職慰労引当金 12,779 －

資産除去債務 18,493 15,224

その他 3,718 －

固定負債合計 38,515 17,736

負債合計 671,024 703,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 245,000 338,380

資本剰余金 245,000 338,380

利益剰余金 73,894 271,944

株主資本合計 563,894 948,704

純資産合計 563,894 948,704

負債純資産合計 1,234,918 1,651,921
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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 1,884,161 2,150,723

売上原価 244,375 201,105

売上総利益 1,639,785 1,949,618

販売費及び一般管理費 1,462,652 1,619,630

営業利益 177,132 329,988

営業外収益   

受取利息 101 141

保険解約返戻金 6,381 31,944

役員退職慰労引当金戻入額 － 3,773

その他 334 1,699

営業外収益合計 6,817 37,558

営業外費用   

支払利息 2,645 2,155

株式公開費用 － 22,911

その他 195 316

営業外費用合計 2,841 25,383

経常利益 181,108 342,163

特別利益   

固定資産売却益 222 －

投資有価証券売却益 － 2,024

事業譲渡益 14,716 20,000

特別利益合計 14,939 22,024

特別損失   

固定資産除却損 2,810 6,063

減損損失 4,558 10,497

その他 3,900 －

特別損失合計 11,269 16,561

税金等調整前当期純利益 184,778 347,627

法人税、住民税及び事業税 94,713 161,122

法人税等調整額 △8,325 △11,545

法人税等合計 86,387 149,576

少数株主損益調整前当期純利益 98,390 198,050

当期純利益 98,390 198,050
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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 98,390 198,050

包括利益 98,390 198,050

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 98,390 198,050
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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 245,000 245,000

当期変動額   

新株の発行 － 93,380

当期変動額合計 － 93,380

当期末残高 245,000 338,380

資本剰余金   

当期首残高 847,500 245,000

当期変動額   

新株の発行 － 93,380

欠損填補 △602,500 －

当期変動額合計 △602,500 93,380

当期末残高 245,000 338,380

利益剰余金   

当期首残高 △626,996 73,894

当期変動額   

欠損填補 602,500 －

当期純利益 98,390 198,050

当期変動額合計 700,890 198,050

当期末残高 73,894 271,944

株主資本合計   

当期首残高 465,503 563,894

当期変動額   

新株の発行 － 186,760

当期純利益 98,390 198,050

当期変動額合計 98,390 384,810

当期末残高 563,894 948,704

純資産合計   

当期首残高 465,503 563,894

当期変動額   

新株の発行 － 186,760

当期純利益 98,390 198,050

当期変動額合計 98,390 384,810

当期末残高 563,894 948,704
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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 184,778 347,627

減価償却費 40,582 54,420

減損損失 4,558 10,497

のれん償却額 21,286 20,810

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,251 728

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,785 △12,779

受取利息 △101 △141

支払利息 2,645 2,155

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,024

固定資産売却損益（△は益） △222 －

固定資産除却損 2,810 6,063

事業譲渡益 △14,716 △20,000

売上債権の増減額（△は増加） △80,118 △66,423

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,260 882

仕入債務の増減額（△は減少） 6,003 △6,523

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 34,237 49,059

前受金の増減額（△は減少） 31,388 △30,155

その他 2,779 6,783

小計 241,707 360,980

利息の受取額 71 141

利息の支払額 △2,728 △2,116

法人税等の支払額 △27,952 △130,862

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,097 228,142

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,905 △41,924

無形固定資産の取得による支出 △29,407 △22,892

投資有価証券の売却による収入 － 2,025

事業譲渡による収入 15,000 20,000

敷金及び保証金の差入による支出 △1,064 △134,013

敷金及び保証金の回収による収入 35,081 6,462

その他 238 △20,673

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,057 △191,015

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） 30,000 10,000

長期借入金の返済による支出 △23,500 △18,000

株式の発行による収入 － 186,760

その他 1,172 △953

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,672 177,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,712 214,934

現金及び現金同等物の期首残高 433,887 648,599

現金及び現金同等物の期末残高 648,599 863,534
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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 

 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 １社 

株式会社エスアイヤ 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、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 

  その他有価証券 

   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たな卸資産 

（イ）仕掛品 

   個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。  

(ロ)原材料及び貯蔵品 

 主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産除く） 

 定率法を採用しております。 

 ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物……………………６～10年 

工具、器具及び備品…３～10年 

② 無形固定資産（リース資産除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんについては、効果の発現する見積期間（2年～10年）にわたり定額法で償却しております。 

  

(5）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、随時引き出し可能な預金及び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

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

（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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(6）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。 

  

  (１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用) 

当連結会計年度より、「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８月10日付で株式分割を行いましたが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。  

なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。  

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

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。   

  

（７）会計方針の変更

（８）追加情報
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１．報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社の事業は、「メディア部門」及び「サービス部門」で構成されており、連結子会社は「システム部

門」の単一事業となっております。各事業はサービスについて、国内の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。したがって、当社は、サービス別セグメントから構成されており、「メディア部

門」「サービス部門」「システム部門」の３つを報告セグメントとしております。 

  

①メディア部門 

 メディア部門は、ＡＳＰ事業、メディア事業、コミュニティ事業、及びレストランコンシェルジュ事業

より構成され、各事業の内容は次のとおりであります。 

・ＡＳＰ事業は、結婚相手紹介サービス事業者及びその所属会員に対して、会員管理やお見合いセッティ

ング等のためのＡＳＰ型結婚相談所ネットワーク「ＩＢＪシステム」の提供や、日本結婚相談所連盟の本

部事務局機能の提供を行っております。 

・メディア事業は、当社が運営するビューティー・不動産・ダイエット等の「情報ポータルサイト」や、

当社が保有する「婚活会員基盤（データベース）」を活用し、ライフデザインサポート領域に特化したメ

ディア広告枠の運用と販売を行っております。 

・コミュニティ事業は、婚活ＳＮＳ「ブライダルネット」を運営しております。また、その運営実績に基

づいて、職域別の福利厚生を目的とする婚活ＳＮＳや、事業会社における顧客向け限定サービス提供を目

的とする婚活ＳＮＳの開発及び運営受託等を行っております。 

・レストランコンシェルジュ事業は、婚活コンパに関するイベント企画及び会員同士のマッチングシステ

ム運営と、その開催会場となるレストランの選定や予約等のセッティングを通じて、会員に対する婚活機

会提供とレストランに対する顧客送客を行っております。  

  

②サービス部門 

 サービス部門は、ラウンジ事業、及びイベント事業により構成され、各事業の内容は次のとおりであり

ます。 

・ラウンジ事業は、主要都市及びターミナル立地に特化した「結婚相談ラウンジ」の運営と、その会員に

対する結婚相談カウンセリングやお見合いセッティング・交際管理等、対面型の結婚相手紹介サービスの

提供を行っております。 

・イベント事業は、婚活パーティーのイベント企画やその参加者募集ＷＥＢサイトの運営と開催に加え

て、婚活やライフデザインに役立つ自分磨きセミナーやアカデミー等、各種イベント企画及び開催を行っ

ております。  

  

③システム部門 

 システム部門は、システム開発事業単一のみによって構成され、事業の内容は次のとおりであります。

・システム開発事業は、当社の子会社である株式会社エスアイヤが、当社の各事業の運営に必要なシステ

ムの設計・開発を行っております。また、同社は当社グループ外のシステム開発についても受託を行って

おります。 

  

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となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

   

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報
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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 セグメント利益の調整額△327,200千円には、セグメント間取引消去5,137千円、各報告セグメントに配分 

      していない全社費用△332,337千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一 

      般管理費であります。 

    ２ セグメント資産の調整額724,116千円には、セグメント間取引消去△121,276千円及び全社資産845,392千円 

      が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産 

      であります。 

    ３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１，２ 

連結財務諸表
計上額 
（注）３ メディア部門 サービス部門 システム部門 計 

売上高   

外部顧客への売上高  897,613  921,316  65,231  1,884,161  －  1,884,161

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 975  －  55,533  56,508  △56,508  －

計  898,588  921,316  120,764  1,940,669  △56,508  1,884,161

セグメント利益  271,461  223,341  9,529  504,332  △327,200  177,132

セグメント資産  191,531  289,972  29,298  510,803  724,116  1,234,918

その他の項目   

減価償却費  20,836  14,501  397  35,734  4,847  40,582

のれん償却費  6,662  14,623  －  21,286  －  21,286

減損損失  7,309  －  －  7,309  △2,750  4,558

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 27,962  21,562  －  49,525  18,349  67,875
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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 セグメント利益の調整額△406,189千円には、セグメント間取引消去4,476千円、各報告セグメントに配分 

      していない全社費用△410,665千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一 

      般管理費であります。 

    ２ セグメント資産の調整額1,023,850千円には、セグメント間取引消去△113,718千円及び全社資産1,137,569 

      千円が含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資

      産であります。 

    ３ セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１，２ 

連結財務諸表
計上額 
（注）３ メディア部門 サービス部門 システム部門 計 

売上高   

外部顧客への売上高  996,507  1,128,537  25,679  2,150,723  －  2,150,723

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 17,036  －  78,204  95,240  △95,240  －

計  1,013,543  1,128,537  103,884  2,245,964  △95,240  2,150,723

セグメント利益  388,785  332,376  15,015  736,177  △406,189  329,988

セグメント資産  228,946  396,735  2,388  628,070  1,023,850  1,651,921

その他の項目   

減価償却費  19,811  26,373  564  46,749  7,670  54,420

のれん償却費  6,662  14,147  －  20,810  －  20,810

減損損失  －  －  －  －  10,497  10,497

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 11,476  63,475  －  74,951  △324  74,627
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   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 

   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。  

  

 2 地域ごとの情報 

   (1) 売上高  

   本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が90％を超えているため、記載を省略いたします。  

  

  (2) 有形固定資産 

   本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、 

   記載を省略いたします。  

   

 3 主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、 

   記載を省略いたします。 

   

   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 

   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。  

  

 2 地域ごとの情報 

   (1) 売上高  

   本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が90％を超えているため、記載を省略いたします。  

  

  (2) 有形固定資産 

   本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、 

   記載を省略いたします。  

   

 3 主要な顧客ごとの情報 

   外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、 

   記載を省略いたします。 

   

   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) 

  

   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) 

  

ｂ．関連情報

ｃ．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

  メディア部門 サービス部門 システム部門 計 調整額 合計 

 減損損失 7,309 － － 7,309 △2,750 4,558

  メディア部門 サービス部門 システム部門 計 調整額 合計 

 減損損失 － － － － 10,497 10,497

株式会社IBJ（6071）　平成24年12月期決算短信



   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) 

  

   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) 

  

   前連結事業年度（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

   当連結事業年度（自平成24年１月１日 至平成24年12月31日） 

   該当事項はありません。 

  

ｄ．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

  メディア部門 サービス部門 システム部門 計 調整額 合計 

 当期償却額 6,662 14,623 － 21,286 － 21,286

 当期末残高 32,203 14,167 － 46,371 － 46,371

  メディア部門 サービス部門 システム部門 計 調整額 合計 

 当期償却額 6,662 14,147 － 20,810 － 20,810

 当期末残高 25,541 19 － 25,561 － 25,561

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 （注）１．当社は、平成24年８月10日付で株式１株につき60株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

      当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しておりま 

      す。 

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「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。 

 この適用により、当連結会計年度に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり純資産

額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前連結会計年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、以

下のとおりであります。 

  

（注）２． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

   

（注）３． 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。 

  

該当事項はありません。  

（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 291円41銭 

１株当たり当期純利益 50円84銭 

１株当たり純資産額 457円20銭 

１株当たり当期純利益 101円80銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
１株当たり純資産額 17,485円09銭

１株当たり当期純利益 3,050円88銭

  

  
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) 

純資産の部の合計額（千円）  563,894  948,704

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  563,894  948,704

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
   1,935,000    2,075,000

  
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) 

当期純利益（千円）  98,390  198,050

普通株式に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  98,390  198,050

普通株式の期中平均株式数（株）       1,935,000       1,945,328

（重要な後発事象）
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