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（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２月期第２四半期  1,204  －  222  －  224  －  136  －

25年２月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

（注）包括利益 26年２月期第２四半期 136百万円（ ％） －   25年２月期第２四半期 －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 

26年２月期第２四半期  18.04  18.01

25年２月期第２四半期  －  －

(注)平成26年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年２月期第２四半期の数値及び対前
年同四半期増減率については、記載しておりません。

  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 

26年２月期第２四半期  2,342  1,857  79.0  244.66

25年２月期  －  －  －  －

（参考）自己資本 26年２月期第２四半期 1,850百万円   25年２月期 －百万円 

(注)平成26年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年２月期の数値については、記載し

ておりません。

  
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２月期  － － － －  －

26年２月期  － －     

26年２月期（予想）     0.00 17.00  17.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）

  （％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 
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  3,000  －  700  －  700  －  420  －  55.52

（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）平成26年２月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載しており

ません。



※  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） 

  
  

※  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        ： 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） 26年２月期２Ｑ 7,565,600株 25年２月期 7,564,800株

②  期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 116株 25年２月期 116株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 7,564,954株 25年２月期２Ｑ 7,561,384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ます。なお、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しておりません。

 当社は、平成26年２月期第１四半期より連結決算へ移行いたしました。 

 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

注記事項等については、添付資料４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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 当社は、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期等との比較分析は行っ

ておりません。 

  

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策による円高の解消、株価の上昇などにより企

業収益の改善や、個人消費が持ち直しの傾向にあるほか、2020年東京五輪開催による経済波及効果など、今後の国

内景気回復への期待感が高まっているものの、海外景気の下振れや雇用にも注意が必要であり、先行きは不透明な

状況が続いております。 

インターネット業界においては、総務省の平成24年「通信利用動向調査」によると、クラウドサービスを利用し

ている企業の割合は、28.2％と前年度の利用企業割合から6.6ポイント上昇しております。なかでも、資本金50億

円以上では52.8％と前年度の利用企業割合から8.4ポイント上昇しており、急速に普及が進んでおります。   

当社グループでは、クラウドサービスの市場拡大やスマートフォンの普及拡大といった、当社グループにとって

追い風とも言える事業環境を背景に、業種又はサービス間の相乗効果を発揮しやすい営業組織体の見直しを行うと

ともに、積極的に活動をしてまいりました。 

平成25年６月には、総務省が主導するICT街づくり推進事業「スマイル松山プロジェクト」の委託先の一社に選

定されました。このプロジェクトは、産学官による健康、観光、防減災にICTを活用する新たな街づくりを検証す

る地域実証プロジェクトです。平成25年９月には、特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム（略

称：ASPIC、東京都品川区）主催「第７回ASP・SaaS・クラウドアワード2013」のPaaS・IaaS部門にて「PaaS分野グ

ランプリ」を受賞しました。 

なお、第１四半期連結累計期間からあらたにペーパレススタジオジャパン株式会社が連結子会社となっておりま

す。 

以上の結果、平成26年２月期第２四半期連結累計期間の業績については、売上高は1,204百万円、営業利益は222

百万円、経常利益は224百万円、四半期純利益は136百万円、有効アカウント数は6,597件となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①情報資産プラットフォーム事業 

当第２四半期連結累計期間の活動の内、情報資産プラットフォーム事業の主な活動は以下のとおりです。なお、

アフィリエイトASP一括管理サービス「スパイラルアフィリエイト(R)」は、第１四半期連結累計期間より広告事業

に含めております。 

ⅰ)「スパイラル(R)」 

「スパイラル(R)」の主なアップデートとして、平成25年３月に、iPhoneに標準実装されているPassbookに対応

し、スマートフォンのアプリ開発や普及を力強く加速させるBaaS（Backend as a Service）としての機能を大幅に

強化し、さらに平成25年８月には、業務アプリ開発機能強化とＯ２Ｏアプリ開発機能強化を実施するなど、PaaS機

能の充実をはかってまいりました。この結果、「スパイラル(R)」の有効アカウント数は2,984件となりました。 

ⅱ)アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC(R)」 

平成25年５月に、海外対応、会員限定の２つのコンセプトの基にアップデートを行いました。今回のアップデー

トにより、海外（英語圏）からの注文・決済・配送が行えるようになり、海外（英語圏）への販売商機を創出する

事ができました。この結果、「スパイラルEC(R)」の有効アカウント数は44件となりました。 

ⅲ)会計クラウド「ネットde会計(R)」「ネットde青色申告(R)」 

平成25年４月に、ユーザビリティ向上を主な目的として、売掛帳、買掛帳機能を追加し、平成25年６月には、決

算書のCSV出力機能を追加しました。また、操作説明に留まらずに会計処理のサポートを行うための組織体制や取

組の強化をはかりました。この結果、「ネットde会計(R)」「ネットde青色申告(R)」の有効アカウント数は1,549

件となりました。 

ⅳ)クラウド型グループウェア×CMS×SNS連携プラットフォーム「スパイラルプレース(R)」 

平成24年１月のサービス提供開始以降、お客様のご意見、ご要望をもとにバージョンアップを重ねながら、無償

サービスでの導入促進をはかっておりましたが、平成25年より有償サービスの提供を順次開始しております。 

今後も更なる機能強化をはかりながら、さらなる利便性、有用性を高める機能開発を推し進め、有償版アカウン

トへの切り替え、新規販売を促進してまいります。この結果、「スパイラルプレース(R)」の有効アカウント数は

1,488件となりました。なお、無償版のサービスをご利用のアカウント数は10,848件となっております。  

ⅴ)その他の情報資産プラットフォーム 

その他の情報資産プラットフォームとしては、薬剤・医療材料の共同購入プラットフォーム「JoyPla(R)」、美

容師とお客様のヘアカルテ共有サービス「美歴(R)」、地域密着型SNS「I LOVE 下北沢」、政治・選挙プラットフ

ォーム「政治山(R)」、BIM建築情報プラットフォーム「ArchiSymphony(R)」などがあります。 
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 この内、「政治山(R)」では、当第２四半期連結累計期間に新サービスを企画、提供を開始しました。平成25年

４月に「政治山リサーチ ソーシャルメディア分析」と「政治山ネットセキュリティ ソーシャルメディア炎上ア

ラート」を、平成25年５月に株式会社デジタルハーツとの協業により「政治山ネットセキュリティ サイバーセキ

ュリティ診断」を、平成25年７月には、モバーシャル株式会社と考案した「政治山タイアップ 政治活動PR動画」

を、平成25年８月には、「政治山ネットセキュリティ ホームページ実在性認証シール」発表いたしました。ま

た、平成25年７月には、株式会社フィスコと業務提携契約を締結し、共同コンテンツ配信、共同企画の製作などを

予定するなど、将来的にはネット上での選挙運動の次の段階として期待されるネット投票の実現も見据えながら、

さらなる新サービスの企画、開発、提案をしてまいります。 

「美歴(R)」では、平成25年５月に美容師が作る美容師を成長させるスマートフォン向けWebマガジン「美歴マガ

ジン」を創刊いたしました。技術やコミュニケーション力向上に役立つ著名美容師の特別連載、美容業界のニュー

スや美容プロフェッショナルメーカーの新着情報、税務や労務アドバイス、異業種成功者インタビューなど、美容

師個人向けの知のコンテンツを発信するWebマガジンです。 

「I LOVE 下北沢」では、平成25年７月にiPhoneアプリ「下北沢 Love Collection」を提供開始しました。「下

北沢 Love Collection」は、下北沢の魅力をカード化し、集めて楽しむ地域密着型アプリとなっております。今後

は、「I LOVE 下北沢」とともに、下北沢で開催されるイベントと連動し、魅力を伝えるコンテンツを充実させて

ゆきます。 

「ArchiSymphony(R)」は、子会社のペーパレススタジオジャパン株式会社が提供しているBIM建築情報プラット

フォームです。 

その他の実績としては、平成25年５月に、第三者機関として「AKB48 32ndシングル選抜総選挙」のシリアルナン

バー投票システムの構築・提供及び各チャネルからの投票結果の集計を行い、公正な選挙運営を支援いたしまし

た。今回の選抜総選挙では、過去 高の264万票を超える投票数がありましたが、システム障害などを起こすこと

なく安全に実施するシステム環境の提供と集計業務を実施しました。 

 これらの結果、情報資産プラットフォーム事業の売上高は1,026百万円、営業利益は231百万円、有効アカウント

数は6,417件となりました。 

  

②広告事業 

広告事業は、主に(1)クライアントのサービス認知度の向上、Webサイトへの集客、ブランド力向上等マーケティ

ング支援を目的としたインターネット広告の代理販売、(2)自社で運営するメディア媒体における広告販売、(3)前

期にサービスを開始したアフィリエイトASP一括管理サービス「スパイラルアフィリエイト(R)」の販売などを行っ

ております。 

「2012年(平成24年)日本の広告費」(株式会社電通調べ)によると、平成24年の総広告費５兆8,913億円の内、イ

ンターネット広告市場は8,680億円 (前年比107.1%)となり、継続して市場規模が拡大しております。このような環

境のもと、当社ではクライアントへの更なる付加価値の向上を目的に体制の強化をはかりながら、情報資産プラッ

トフォーム事業と連携を強化し、「スパイラルアフィリエイト(R)」を中心に販売活動を強化してまいりました。 

 これらの結果、広告事業の売上高は50百万円、営業損失は12百万円、有効アカウント数は133件となりました。

なお、当社は、広告事業の売上高については、広告枠の仕入高を売上高から控除する純額で表示（ネット表示） 

しており、広告枠の仕入高控除前の総額で表示（グロス表示）した場合の売上高は210百万円となります。 

  

③ソリューション事業 

ソリューション事業は、主に(1)インターネット広告の制作業務やWebシステムの開発業務の請負、(2)アパレ

ル・ファッションに特化したECサイトの構築及び運営受託、(3)子会社であるペーパレススタジオジャパン株式会

社が提供するBIM導入コンサル事業、BIM製作受託事業などを行っております。  

 ソリューション事業の売上高は126百万円、営業利益は３百万円、有効アカウント数は47件となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、2,342百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金

1,259百万円、売掛金447百万円、有形固定資産58百万円、のれん77百万円、差入保証金123百万円であります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は484百万円となりました。その主な内訳は、未払金207百万円、

未払費用35百万円、未払法人税等91百万円、未払消費税等18百万円、賞与引当金77百万円であります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,857百万円となりました。その主な内訳は、資本金315百万

円、資本剰余金225百万円、利益剰余金1,308百万円となっております。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,259百万円となりま

した。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、155百万円となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益の計上224百万円、減価償却費44百万円、売上債権の増加額38百万円、未払金の増加額15

百万円、法人税等の支払額107百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、34百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出８百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円、貸付金の回収による収入21百万円

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、０百万円となりました。これは、ストック

オプションの行使による収入によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期以降の業績におきましては、引き続き国内外の経済環境や景気動向に不安材料が存在しており、当社

業績への影響についても不透明な部分が多いことから、平成25年４月１日に公表した連結業績予想に変更はござい

ません。 

  

（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。  

(注)当社は、第１四半期連結累計期間より、非連結子会社であったペーパレススタジオジャパン株式会社の重要

性が増したため連結の範囲に含めております。 

  

（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) 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３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。 

  当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

   

 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）

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,259,821

売掛金 447,216

たな卸資産 4,400

その他 138,424

貸倒引当金 △5,221

流動資産合計 1,844,641

固定資産  

有形固定資産 58,163

無形固定資産  

のれん 77,182

その他 200,959

無形固定資産合計 278,141

投資その他の資産  

差入保証金 123,404

その他 40,211

貸倒引当金 △2,377

投資その他の資産合計 161,238

固定資産合計 497,543

資産合計 2,342,184

負債の部  

流動負債  

買掛金 202

未払金 207,780

未払費用 35,205

未払法人税等 91,956

未払消費税等 18,366

賞与引当金 77,199

その他 54,069

流動負債合計 484,781

負債合計 484,781
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 315,984

資本剰余金 225,984

利益剰余金 1,308,997

自己株式 △27

株主資本合計 1,850,939

新株予約権 3,540

少数株主持分 2,923

純資産合計 1,857,402

負債純資産合計 2,342,184
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

売上高 1,204,201

売上原価 255,758

売上総利益 948,443

販売費及び一般管理費 726,328

営業利益 222,115

営業外収益  

受取利息 1,113

助成金収入 868

その他 411

営業外収益合計 2,393

営業外費用  

その他 19

営業外費用合計 19

経常利益 224,489

特別利益  

新株予約権戻入益 130

特別利益合計 130

税金等調整前四半期純利益 224,619

法人税、住民税及び事業税 84,763

法人税等調整額 3,549

法人税等合計 88,312

少数株主損益調整前四半期純利益 136,306

少数株主損失（△） △143

四半期純利益 136,450
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 136,306

四半期包括利益 136,306

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 136,450

少数株主に係る四半期包括利益 △143
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 224,619

減価償却費 44,726

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,565

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,630

受取利息及び受取配当金 △1,113

売上債権の増減額（△は増加） △38,904

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,214

仕入債務の増減額（△は減少） △131

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,936

未払金の増減額（△は減少） 15,334

その他 18,318

小計 262,322

利息及び配当金の受取額 1,102

法人税等の支払額 △107,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,703

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 △8,771

無形固定資産の取得による支出 △47,263

貸付金の回収による収入 21,805

敷金及び保証金の差入による支出 △100

敷金及び保証金の回収による収入 84

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,245

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ストックオプションの行使による収入 27

財務活動によるキャッシュ・フロー 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,485

現金及び現金同等物の期首残高 1,138,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,259,821
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年８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）セグメント利益又はセグメント損失の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

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報告セグメントの変更等に関する事項 

 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に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四

半期連結会計期間より、平成25年３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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

 当該変更に伴うセグメント損益に与える影響額は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  報告セグメント 四半期 

連結損益計算書 

計上額 

（注） 
  

情報資産 

プラットフォーム 

事業 

広告事業 ソリューション事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高  

  

 

－ 

  

1,026,507

  

－ 

  

50,907

 

－ 

  

126,787

  

 

 － 

   

1,204,201

 

－ 

  

1,204,201

計   1,026,507 50,907  126,787  1,204,201 1,204,201

セグメント利益又は 

セグメント損失(△)  
 231,203  △12,655  3,567  222,115  222,115
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