
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100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 

  

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 ％ 

26年３月期第１四半期  1,779  △17.2  50  192.6  39  92.3  33  59.3

25年３月期第１四半期  2,150  △15.3  17  △59.4  20  △62.9  21  △69.9

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 36百万円 （ ％） 49.8   25年３月期第１四半期 24百万円 （ ％） △70.1

  
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 

26年３月期第１四半期  5.31  5.31

25年３月期第１四半期  3.35  3.34

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  6,477  5,533  85.3

25年３月期  6,586  5,591  84.7

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 5,522百万円   25年３月期 5,581百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 1,500.00  1,500.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － 15.00  15.00

（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７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年３月期について

は当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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）  3,300  △22.5  120  2.6  105  △25.2  80  △39.1  12.68

通期  7,500  △8.7  350  7.6  300  △11.0  250  △31.9  39.62

（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７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。連結業績予想の「１株当

たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発行済株式数（自己株式を除く）により算定しております。



  

※  注記事項 

   

  

（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） 

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100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、発行済株式数（普通株式）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 6,310,600株 25年３月期 6,307,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 800株 25年３月期 800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 6,306,800株 25年３月期１Ｑ 6,267,624株

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

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。
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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（４－６月）における売上高は、ブロードバンド事業における販売プランのシフトが

引き続き進んだことによる減収、音楽系サービスにおける減収等により、前年同期比17.2％減の1,779百万円とな

りました。 

 しかし、これらの減収は同規模の原価の減少を伴うため、利益への影響は限定的であり、堅調に推移した高利益

率の広告販売、ブロードバンド新規会員増等に支えられ、売上総利益は前年同期比2.7％増の910百万円となりまし

た。 

 さらに、代理店手数料及び業務提携費用の減少、業務委託費の削減等により、販売費及び一般管理費が前年同期

比1.1％減の859百万円に抑えられた結果、営業利益は前年同期比192.6％増の50百万円となりました。 

 音楽系関連会社の本格稼働等に伴う持分法による投資損益の悪化、不採算の営業用固定資産の除却損の発生はあ

りましたが、営業利益の増益が貢献し、四半期純利益は前年同期比59.3％増の33百万円となりました。 

  

広告・課金事業 

 売上高は、前年同期比7.9％減の1,115百万円となりました。広告販売は増収となりましたが、音楽系サービス及

び電話占い等の課金サービスが減収となりました。広告販売においては、利益率の高い商品の開発・販売に注力い

たしました。課金サービスにおいては、減収に伴い原価も相当減少したこと及び業務委託費等の経費削減を進めま

した。それにより生まれた原資を、課金サービスを中心とした新規サービスの開発に当期も充当しております。そ

れらの結果、当セグメントの営業利益は、前年同期比0.4％微減の160百万円となりました。 

  

ブロードバンド事業 

 回線使用料と当社プロバイダサービスのセット販売から、当社プロバイダサービスのみを販売するプランへのシ

フトが継続しております。その結果、売上高は前年同期比29.3％減の663百万円となりました。ただし、販売プラ

ンシフトによる減収は、同規模の原価の減少を伴うため、利益への影響は限定的です。一方で無線を利用した新規

サービスの開発、料金プランの多様化等のプロモーション強化による新規会員増による増益、コールセンター業務

の内製化による経費削減効果もあり、当セグメントの営業利益は、前年同期比66.0％増の72百万円となりました。

  

報告セグメントごとの売上高及び営業利益 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益は、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．調整額の主な内容は、事務所家賃及び管理部門に係る費用です。 

   

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日に発表しました「平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました第２

四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前第１四半期 

連結累計期間 

当第１四半期 

連結累計期間 
増減額 

売上高:  

 広告・課金事業  1,210  1,115  △95

 ブロードバンド事業  939  663  △275

合計（四半期連結損益計算書計上額）  2,150  1,779  △370

   

セグメント利益（営業利益）:  

 広告・課金事業  161  160  △0

 ブロードバンド事業  43  72  28

 調整額（管理部門の費用等）  △187  △182  5

合計（四半期連結損益計算書計上額）  17  50  33



（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



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,153,507 974,436

売掛金 1,521,929 1,312,842

商品 5,176 5,227

貯蔵品 128 629

関係会社預け金 3,111,982 2,912,318

繰延税金資産 39,530 39,530

その他 60,480 82,402

貸倒引当金 △6,631 △6,277

流動資産合計 5,886,103 5,321,108

固定資産   

有形固定資産 99,619 112,462

無形固定資産 118,317 128,576

投資その他の資産   

投資有価証券 411,825 845,330

その他 126,808 126,332

貸倒引当金 △56,048 △56,747

投資その他の資産合計 482,585 914,914

固定資産合計 700,522 1,155,953

資産合計 6,586,625 6,477,062

負債の部   

流動負債   

買掛金 450,748 430,308

リース債務 932 939

未払法人税等 10,743 5,949

引当金 96,069 28,105

その他 413,289 453,652

流動負債合計 971,784 918,954

固定負債   

リース債務 797 560

繰延税金負債 22,454 23,639

固定負債合計 23,251 24,199

負債合計 995,036 943,154

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,237,682 3,237,979

資本剰余金 1,888,413 1,888,710

利益剰余金 413,652 352,539

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 5,534,919 5,474,399

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,548 42,689

為替換算調整勘定 6,020 5,565

その他の包括利益累計額合計 46,568 48,254

少数株主持分 10,101 11,254

純資産合計 5,591,589 5,533,908

負債純資産合計 6,586,625 6,477,062



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,150,473 1,779,531

売上原価 1,264,508 869,512

売上総利益 885,964 910,019

販売費及び一般管理費 868,583 859,157

営業利益 17,381 50,862

営業外収益   

受取利息 1,232 1,550

受取配当金 2,498 3,336

その他 610 350

営業外収益合計 4,341 5,238

営業外費用   

支払利息 130 11

持分法による投資損失 554 15,206

為替差損 580 842

その他 0 699

営業外費用合計 1,265 16,760

経常利益 20,456 39,340

特別利益   

新株予約権戻入益 3,706 －

特別利益合計 3,706 －

特別損失   

固定資産除却損 － 3,100

特別損失合計 － 3,100

税金等調整前四半期純利益 24,163 36,240

法人税、住民税及び事業税 1,706 1,547

法人税等合計 1,706 1,547

少数株主損益調整前四半期純利益 22,456 34,692

少数株主利益 1,439 1,212

四半期純利益 21,017 33,479



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 22,456 34,692

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,780 2,140

為替換算調整勘定 － △514

その他の包括利益合計 1,780 1,625

四半期包括利益 24,237 36,317

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,798 35,164

少数株主に係る四半期包括利益 1,439 1,152



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

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 

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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.セグメント利益は、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。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

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 

（注）１.セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 千円

であります。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.セグメント利益は、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。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２ 
広告・課金 

事業 
ブロードバンド

事業 
合計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,210,729  939,743  2,150,473 －  2,150,473

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － － － 

計  1,210,729  939,743  2,150,473 －  2,150,473

セグメント利益  161,154  43,713  204,867  △187,486  17,381

△187,486 △187,486

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２ 
広告・課金 

事業 
ブロードバンド

事業 
合計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,115,570  663,961  1,779,531 －  1,779,531

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － － － 

計  1,115,570  663,961  1,779,531 －  1,779,531

セグメント利益  160,556  72,567  233,124  △182,262  50,862

△182,262 △182,262



（株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更） 

 当社は、平成25年５月28日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更について

決議いたしました。 

  

１．株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更の目的 

 全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、証券市場の流動性および

利便性の向上を図るため、当社の株式の売買単位を100株といたします。 

 これに伴い、当社株式１株を100株に分割するとともに単元株制度を採用いたします。なお、この株式分割お

よび単元株制度の採用に伴う実質的な投資単位の変更はありません。 

２．株式分割の概要 

（１）分割の方法 

平成25年６月30日（日） 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株につき、100株の割

合をもって分割いたします。 

（２）分割により増加する株式数 

（３）分割の日程 

３．単元株制度の採用 

（１）採用する単元株式の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を100株とします。 

（２）新設の日程 

効力発生日 平成25年７月１日（月） 

※平成25年６月26日（水）をもって、取引所における売買単位も100株に変更されることとなります。 

（３）新株予約権の行使価額の調整 

 株式の分割に伴い、当社発行の各新株予約権の１株当たりの行使価額を平成25年７月１日（月）以降、以

下のとおり調整いたします。 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第１四半期連結会計累計期間における１株当たり情報

及び当期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期連結累計期間における１株当たり情報は、以下のとおり

であります。 

   

  

（重要な後発事象）

①株式分割前の発行済株式総数 ：  63,106株 

②今回の分割により増加する株式数 ： 6,247,494株 

③株式分割後の発行済株式総数 ： 6,310,600株 

④株式分割後の発行可能株式総数 ：18,800,000株 

①基 準 日 公 告 日 平成25年６月７日（金） 

②基 準 日 平成25年６月30日（日） 

  ※実質的には平成25年６月28日（金） 

③効 力 発 生 日 平成25年７月１日（月） 

調整前行使価額 調整後行使価額 

平成16年６月24日定時株主総会決議に基づ

く第５回新株予約権 
円125,000 円1,250

平成17年６月23日定時株主総会決議に基づ

く第６回新株予約権 
円791,606 円7,917

  

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日) 

１株当たり当期純利益金額 円 3.35 円 5.31

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 3.34 円 5.31
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