
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   

 

 
  

 
(注）１．当社は平成23年12月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年12月期第１

四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

２．当社は平成24年７月１日付で、普通株式１株に付き２株の株式分割を行なっております。このため、平成24

年12月期第１四半期の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算定しております。 
    

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

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

（１）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 856 101.5 417 88.9 418 89.2 234 92.5
24年12月期第１四半期 425 ― 221 ― 221 ― 121 ―

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 34.02 33.24

24年12月期第１四半期 17.67 17.33

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 2,236 1,897 84.3

24年12月期 2,218 1,659 74.4

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 1,886 百万円 24年12月期 1,651 百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 0.00

25年12月期 ―

25年12月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00



  

 

 
(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) 第１四半期会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別

することが困難な場合」に該当しております。 
  

 
  

・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ますが、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きは終了して

おります。 

  

・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。 

・四半期決算補足説明資料の入手方法 

四半期決算補足説明資料は、本決算短信と同時に開示しております。また、当社会社ホームページにも

掲載いたします。（URL http://www.livesense.co.jp/ir/） 

３．平成25年12月期の業績予想（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) 1,528 49.4 707 24.8 707 24.8 389 26.1 56.52
通期 3,307 46.1 1,509 33.5 1,510 35.6 834 39.7 121.00

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期１Ｑ 6,900,000株 24年12月期 6,900,000株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ ―株 24年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 6,900,000株 24年12月期１Ｑ 6,900,000株

※ 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
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当社が事業を展開するインターネット業界は、スマートデバイスの普及拡大を背景にインターネット

利用が継続して増加する中、平成25年１～３月期におけるインターネット広告業及びインターネットサ

イト運営サービス業の売上規模が前年同期比で増加するなど堅調に推移しております（経済産業省「特

定サービス産業動態統計調査」）。 

求人広告市場におきましては、平成24年１～３月の求人メディア全体（有料求人情報誌、フリーペー

パー、折込求人紙、求人サイト）の求人広告件数が月平均約59万６千件であったのに対し、平成25年１

～３月には月平均約69万２千件（前年比16.2％増）へ増加しております（全国求人情報協会「求人広告

掲載件数等集計結果」）。 

不動産関連市場につきましては、平成25年１～３月の新設住宅着工戸数が月平均約７万戸と前年同期

比5.1％増加し、底堅く推移しております（国土交通省公表値）。 

当社は、このような事業環境のもと、当社の持つWebマーケティング技術及びサービス開発力を活か

し、成功報酬型ビジネスモデルにて求人情報メディア、不動産情報メディアを中心に事業展開しており

ます。当第１四半期累計期間においては、継続的な知名度向上に加え、Web上でプロモーション活動を

実施したこともあり、当社サービスをご利用いただいている企業数が平成25年３月末時点で35,872社

（平成24年12月末比8,876社増）へ増加いたしました。また、サイト機能及びSEOの強化等によるユーザ

ビリティ、マッチング率の向上等に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は前年同期比101.5％増の856,469千円、経常利益は前年

同期比89.2％増の418,450千円、四半期純利益は前年同期比92.5％増の234,736千円と、大幅な増収増益

となりました。 

各事業の業績は、次のとおりであります。 

  

求人情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、アルバイト求人サイト「ジョ

ブセンス」、正社員求人サイト「ジョブセンスリンク」、派遣求人サイト「ジョブセンス派遣」の３

サイトを運営しております。 

当第１四半期累計期間は、雇用環境が徐々に改善される中、「ジョブセンス」および「ジョブセン

スリンク」においてWeb上でプロモーション活動を実施したほか、引き続き各サイトの機能拡充、SEO

の強化等によるユーザビリティ及びマッチング率の向上に取り組みました。 

この結果、売上高は前年同期比103.0％増の682,282千円、セグメント利益は前年同期比82.4％増の

454,150千円となりました。 

各サイトの売上高は、次のとおりであります。 
  

 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

a. 求人情報メディア事業

・ジョブセンス 417,196千円 （前年同期比  93.0％増）

・ジョブセンスリンク 210,634千円 （前年同期比 169.6％増）

・ジョブセンス派遣 54,451千円 （前年同期比  29.9％増）
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不動産情報メディア事業においては、成功報酬型ビジネスモデルにて、賃貸情報サイト「DOOR賃

貸」を運営しております。 

当第１四半期累計期間においては、掲載物件数増加に向けた新規サービス導入企業獲得、検索機能

の拡充やSEOの強化等によるユーザビリティ及びマッチング率の向上に取り組みました。 

この結果、売上高は前年同期比93.6％増の133,766千円、セグメント利益は前年同期比94.6％増の

118,470千円となりました。 

  

その他事業においては、検索エンジン対策を中心としたWebマーケティングに関する助言業務や、

転職クチコミサイト「転職会議」（平成23年12月本格稼働）を始めとする新規事業の収益等を分類し

ております。 

「転職会議」は、平成25年３月末時点において会員登録者数が累計58万人超、クチコミ情報掲載数

が約205万件と、順調に拡大しております。媒体力向上等を背景に、業務提携先である大手求人情報

サービス会社へのユーザー会員送客数が着々と増え、収益は増加いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同期比103.7％増の40,419千円、セグメント利益は前年同期比146.0％増

の21,089千円となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は2,236,960千円となり、前事業年度末に比べ18,418千円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少182,599千円、売掛金の増加156,597千円、有形固定

資産の増加72,639千円によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ218,848千円減少し、339,749千円となりました。これは主に、未払

金の増加35,826千円、未払法人税等の減少255,044千円によるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ237,267千円増加し、1,897,211千円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加234,736千円によるものであります。 

  

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年２月14日に公表いたしました内容から変更して

おりません。 

b. 不動産情報メディア事業

c. その他事業

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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当社は法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更が、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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）
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,906 1,503,307

売掛金 272,761 429,359

その他 45,680 24,771

貸倒引当金 △2,263 △3,563

流動資産合計 2,002,084 1,953,874

固定資産   

有形固定資産 25,741 98,380

無形固定資産 12,803 36,858

投資その他の資産   

その他 180,766 151,582

貸倒引当金 △2,854 △3,735

投資その他の資産合計 177,912 147,847

固定資産合計 216,457 283,086

資産合計 2,218,541 2,236,960

負債の部   

流動負債   

未払金 46,395 82,222

未払法人税等 425,000 169,955

その他 87,202 87,571

流動負債合計 558,598 339,749

負債合計 558,598 339,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 219,930 219,930

資本剰余金 204,930 204,930

利益剰余金 1,226,647 1,461,384

株主資本合計 1,651,507 1,886,244

新株予約権 8,436 10,967

純資産合計 1,659,943 1,897,211

負債純資産合計 2,218,541 2,236,960
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 425,117 856,469

売上原価 48,698 71,642

売上総利益 376,419 784,827

販売費及び一般管理費 155,303 367,136

営業利益 221,115 417,690

営業外収益   

受取利息 73 151

違約金収入 － 608

償却債権取立益 25 －

営業外収益合計 98 759

経常利益 221,214 418,450

特別損失   

減損損失 － 908

本社移転費用 － 2,891

特別損失合計 － 3,800

税引前四半期純利益 221,214 414,650

法人税、住民税及び事業税 91,808 165,699

法人税等調整額 7,468 14,213

法人税等合計 99,277 179,913

四半期純利益 121,937 234,736
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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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