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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31日） 

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度期首に当該株式
分割が行われたと仮定し、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。 

(2) 連結財政状態 

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度期首に当該株式
分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。  

(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12月期第1四半期 4,624 54.7 775 84.0 791 82.0 482 △18.7
24年12月期第1四半期 2,988 ― 421 ― 435 ― 593 ―

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 499百万円 （△18.3％） 24年12月期第1四半期 610百万円 （―％）

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12月期第1四半期 25.77 25.04
24年12月期第1四半期 31.41 30.57

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12月期第1四半期 9,816 6,478 65.3 341.15
24年12月期 9,675 6,195 63.1 326.25
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  6,407百万円 24年12月期  6,104百万円

2.  配当の状況 

（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１月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式を分割しております。このため、平
成25年12月期（予想）における期末配当金については、当該分割後の数値で算定しております。 

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12月期 ― 0.00 ― 2,900.00 2,900.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 0.00 ― 19.00 19.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度期首に当該株式
分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 

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) 8,400 31.4 1,310 42.8 1,340 41.8 810 △7.4 43.20
通期 18,000 24.3 2,900 29.1 2,960 28.5 1,810 10.4 96.45



(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  

(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） 

平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年５月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度期首に当該
株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数、期中平均株式数（四半期累計）を算定しております。 

※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 
づく四半期財務諸表のレビュー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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基き判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等 
により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想数値に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期1Q 21,628,800 株 24年12月期 21,558,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 2,847,800 株 24年12月期 2,847,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 18,722,735 株 24年12月期1Q 18,905,857 株
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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におけるわが国経済は、昨年末の政権交代に伴う新たな経済政策への期待感から円安・

株高となり、国内景気は改善の方向に向かっております。しかし、デフレ経済や欧州の債務危機が長期化するなど依

然として先行き不透明な状況が続いております。  

 このような経済状況のもとで、当社グループの主要事業であるインターネットマーケティングサービス分野では、

スマートフォンやタブレット端末等の普及や、高速なデータ通信環境の整備により、消費者のインターネット利用シ

ーンはますます広がりを見せており、企業によるインターネットを活用したマーケティングへの取り組みは今後さら

に拡大していくものと予測されます。 

 当第１四半期連結累計期間は、スマートフォンへの対応を強化し、当社グループサービスの利用企業拡大やパート

ナーサイトとの関係強化を図ってまいりました。当第１四半期連結累計期間の売上高は、4,624,182千円（前年同期

比154.7％）となりました。また、営業利益は、775,574千円（前年同期比184.0％）、経常利益は営業外収益に受取

利息を13,638千円計上したことなどにより791,729千円（前年同期比182.0％）となり、四半期純利益は482,566千円

（前年同期比81.3％）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① パソコン向けアフィリエイト広告サービス 

   主力サービスでありますアフィリエイト広告サービスのうちパソコン向けアフィリエイト広告サービス「エー

ハチネット」を提供しております。当第１四半期連結累計期間においては、各種キャンペーンや広告主に向けて

費用対効果を高めるコンサルティング活動を行いました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

2,328,402千円（前年同期比123.1％）、全社費用控除前の営業利益は623,936千円（前年同期比125.0％）となり

ました。  

② モバイル向けアフィリエイト広告サービス 

   主力サービスでありますアフィリエイト広告サービスのうちモバイル向けアフィリエイト広告サービス「モバ

ハチネット」及びスマートフォン向け広告サービス「ネンド」等を提供しております。当第１四半期連結累計期

間においては、ネンドの売上が順調に推移しました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

2,042,752千円（前年同期比234.6％）、全社費用控除前の営業利益は360,738千円（前年同期比289.5％）となり

ました。    

③ 自社媒体事業  

   広告収入を収益モデルとした自社媒体の運営を行っております。当第１四半期連結累計期間においては、原価

率の上昇によりコスト高で推移致しました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は132,676千円（前

年同期比100.1％）、全社費用控除前の営業損失は15,513千円（前年同期の営業損失は7,699千円）となりまし

た。  

④ その他 

   他社媒体広告販売等を展開しております。当第１四半期連結累計期間の売上高は120,350千円（前年同期比

128.3％）、全社費用控除前の営業利益は10,761千円（前年同期比276.7％）となりました。 

  

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

○ 報告セグメント別の売上高の内訳 

セグメントの名称 
平成24年12月期第１四半期 平成25年12月期第１四半期 平成24年12月期 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

パソコン向け 
アフィリエイト広告サービス 1,891,124 63.3 2,328,402 50.3 8,403,811 58.0 

モバイル向け 
アフィリエイト広告サービス 870,787  29.2 2,042,752  44.2 4,984,321 34.4 

自社媒体事業  132,558  4.4  132,676  2.9 441,675 3.1 

その他 93,772  3.1 120,350  2.6 652,412 4.5 

総売上高  2,988,242 100.0  4,624,182 100.0 14,482,220 100.0 
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 なお、主力サービスであるアフィリエイト広告サービスにおける当第１四半期末の利用広告主数（稼働広告主ID

数）、参加メディア数（登録パートナーサイト数）は、下記のとおりであります。  

  

  

［アフィリエイト広告サービスの状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期末における、パソコン向けアフィリエイト広告サービス「エーハチネット」の状況は、利用広告主数

が2,306社、参加メディア数が1,401,024サイトとなりました。一方、モバイル向け同サービス「モバハチネット」及

び「ネンド」においては、利用広告主数の合計が1,306社、参加メディア数の合計が250,943サイトという結果になり

ました。当第１四半期末における両サービスを合わせた利用広告主数は3,612社（前期末比98.9％）、参加メディア

数は1,651,967サイト（前期末比104.8％）になっております。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当社グループの当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ140,915千円増加し、

9,816,082千円となりました。主な増加要因としましては、現金及び預金が3,576,781千円（前連結会計年度末は

3,817,626千円）と240,844千円減少した一方、受取手形及び売掛金が2,315,654千円（前連結会計年度末は

1,968,297千円）と347,357千円増加、投資有価証券が1,783,467千円（前連結会計年度末は1,694,653千円）と

88,814千円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当社グループの当第１四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ141,578千円減少し、

3,337,701千円となりました。主な減少要因としましては、買掛金が2,249,103千円（前連結会計年度末は

2,115,103千円）と133,999千円増加した一方、未払法人税等が268,214千円（前連結会計年度末は592,075千円）と

323,861千円減少したことによるものであります。  

（純資産）   

  当社グループの当第１四半期連結会計期間末における純資産は前連結会計年度末に比べ282,494千円増加し、

6,478,380千円となりました。主な増加要因としましては、利益剰余金が5,677,740千円（前連結会計年度末は

5,466,496千円）と211,244千円増加したこと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 

  平成25年２月８日に公表しました業績予想から修正は行っておりません。     

サービス 区分  
平成25年12月期 

第１四半期 
平成24年12月期 

パソコン向け 
アフィリエイト広告サービス 
「エーハチネット」  

稼働広告主ID数 2,306 2,310 

登録パートナーサイト数 1,401,024 1,343,387 

モバイル向け 
アフィリエイト広告サービス 
「モバハチネット」及び「ネンド」 

稼働広告主ID数 1,306 1,341

登録パートナーサイト数 250,943 233,658

当社 
アフィリエイト広告サービス 
合計 

稼働広告主ID数 3,612 3,651

登録パートナーサイト数 1,651,967 1,577,045
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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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 （減価償却方法の変更） 

   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

   なお、この変更による影響は軽微であります。 

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,817,626 3,576,781

受取手形及び売掛金 1,968,297 2,315,654

有価証券 1,507,844 1,485,730

その他 172,829 132,678

貸倒引当金 △43,109 △45,815

流動資産合計 7,423,488 7,465,029

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 47,255 52,230

減価償却累計額 △16,221 △17,374

建物及び構築物（純額） 31,034 34,856

工具、器具及び備品 162,950 165,942

減価償却累計額 △117,459 △122,797

工具、器具及び備品（純額） 45,490 43,144

リース資産 7,891 7,891

減価償却累計額 △7,891 △7,891

リース資産（純額） － －

有形固定資産合計 76,525 78,000

無形固定資産   

のれん 43,478 40,682

その他 113,915 107,095

無形固定資産合計 157,393 147,778

投資その他の資産   

投資有価証券 1,694,653 1,783,467

その他 324,982 344,506

貸倒引当金 △1,876 △2,700

投資その他の資産合計 2,017,758 2,125,273

固定資産合計 2,251,678 2,351,052

資産合計 9,675,166 9,816,082
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,115,103 2,249,103

未払法人税等 592,075 268,214

賞与引当金 84,343 43,992

ポイント引当金 158,370 163,105

その他 387,967 472,344

流動負債合計 3,337,861 3,196,760

固定負債   

長期預り保証金 141,418 140,941

固定負債合計 141,418 140,941

負債合計 3,479,280 3,337,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 960,380 998,199

資本剰余金 1,212,330 1,250,149

利益剰余金 5,466,496 5,677,740

自己株式 △1,514,562 △1,514,562

株主資本合計 6,124,644 6,411,527

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △20,471 △4,393

その他の包括利益累計額合計 △20,471 △4,393

新株予約権 88,117 67,225

少数株主持分 3,596 4,021

純資産合計 6,195,886 6,478,380

負債純資産合計 9,675,166 9,816,082
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,988,242 4,624,182

売上原価 2,045,229 3,100,115

売上総利益 943,013 1,524,066

販売費及び一般管理費 521,421 748,492

営業利益 421,592 775,574

営業外収益   

受取利息 13,534 13,638

受取配当金 － 522

有価証券売却益 － 1,934

その他 443 124

営業外収益合計 13,978 16,219

営業外費用   

支払利息 34 －

株式交付費 － 34

自己株式取得費用 132 －

その他 362 30

営業外費用合計 529 64

経常利益 435,040 791,729

特別利益   

投資有価証券売却益 460,000 －

新株予約権戻入益 192 3,912

特別利益合計 460,192 3,912

特別損失   

投資有価証券売却損 72,815 －

投資有価証券評価損 20,402 －

特別損失合計 93,217 －

税金等調整前四半期純利益 802,015 795,641

法人税、住民税及び事業税 165,776 264,244

法人税等調整額 42,342 48,406

法人税等合計 208,118 312,650

少数株主損益調整前四半期純利益 593,896 482,991

少数株主利益 － 424

四半期純利益 593,896 482,566
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 593,896 482,991

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,139 16,078

その他の包括利益合計 16,139 16,078

四半期包括利益 610,036 499,069

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 610,036 498,644

少数株主に係る四半期包括利益 － 424

㈱ファンコミュニケーションズ（2461）　平成25年12月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

- 8 -



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

前第１四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、他社媒体広告販売

等を含んでおります。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全

社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っ

ております。 

     

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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）セグメント情報等

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

パソコン向
けアフィリ
エイト広告
サービス 

モバイル
向けアフ
ィリエイ
ト広告サ
ービス 

自社媒体
事業  

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 1,891,124  870,787  132,558  2,894,470  93,772  2,988,242  －  2,988,242

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 3,495  572  4,191  8,259  －  8,259  △8,259  －

計  1,894,620  871,359  136,750  2,902,729  93,772  2,996,502  △8,259  2,988,242

セグメント利益

又はセグメント

損失（△） 

 499,047  124,595  △7,699  615,943  3,888  619,832  △198,240  421,592
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当第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  （単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、他社媒体広告販売

等を含んでおります。  

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全

社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っ

ております。 

     

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。   

  

報告セグメント 

その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

パソコン向
けアフィリ
エイト広告
サービス 

モバイル
向けアフ
ィリエイ
ト広告サ
ービス 

自社媒体
事業  

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 2,328,402  2,042,752  132,676  4,503,831  120,350  4,624,182  －  4,624,182

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 11,534  3,462  13,620  28,617  658  29,276  △29,276  －

計  2,339,937  2,046,215  146,296  4,532,449  121,009  4,653,458  △29,276  4,624,182

セグメント利益

又はセグメント

損失（△） 

 623,936  360,738  △15,513  969,161  10,761  979,922  △204,348  775,574
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