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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。 これに伴
い、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を算定しています。

(2) 連結財政状態

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。 これに伴
い、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株当たり純資産を算定しています。

(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 ％

26年3月期第2四半期 1,813 △20.7 222 146.0 234 138.1 61 △14.1
25年3月期第2四半期 2,287 △13.1 90 △74.6 98 △72.8 71 △64.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 63百万円 （△11.6％） 25年3月期第2四半期 71百万円 （△64.5％）

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2四半期 5.00 4.99
25年3月期第2四半期 5.67 5.67

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3月期第2四半期 6,685 4,997 74.7 407.81
25年3月期 6,992 5,524 79.0 437.25
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 4,997百万円 25年3月期 5,524百万円

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
平成26年３月期（予想）の期末配当金については、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行う影響を考慮して

おります。なお、株式分割を考慮しない場合の平成26年３月期（予想）の１株当たりの期末配当金は1,500円となります。

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

25年3月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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、対前期増減率）

（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10月1日を効力発生日として普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、1株当たり当期純利益については、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て算定しております。

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

通期 3,660 △17.6 360 81.8 375 73.6 142 44.9 11.24



(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）

（注）当社は、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式数については、
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て算定しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．（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。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、添付資
料２ページ「当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

※  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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 12,665,600 株 25年3月期 12,634,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 419,400 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,319,000 株 25年3月期2Q 12,634,000 株
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（１）経営成績に関する説明

①運営サイトの変更について

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありませんが、従前広告事業で運営をしておりました

自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」は、平成25年６月６日付でヤフー株式会社の運営していた「Yahoo! 自

動車」と統合、「carview!」としてリニューアルし、ヤフー株式会社のドメイン（carview.yahoo.co.jp）上での

展開を開始しております。平成25年６月６日以降の事業の種類及び活動は以下の通りであります。

（セグメント及び事業内容）

②当期の経営成績

当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は1,813,130千円（前年同四半期比20.7％

減）、営業利益は222,462千円（前年同四半期比146.0％増）、経常利益234,490千円（前年同四半期比138.1％

増）、四半期純利益は61,547千円（前年同四半期比14.1％減）となりました。

売上高については、国内事業において査定仲介サービスの利用ユーザーの集客活動を抑制したことにより、前

年同四半期比で大きく減少しましたが、海外事業、広告事業は堅調に推移しました。営業利益及び経常利益は国内

事業の利益構造の改善とヤフー株式会社との連携開始により増加し、回復傾向にあります。なお、四半期純利益に

つきましては、当社大阪支社閉鎖に係る費用等により、特別損失92,379千円の計上をしております。

セグメントの業績は以下の通りであります。

なお、当第２四半期連結累計期間より、より戦略的・機動的な経営資源の活用と効率的な事業運営体制の構築を

目的に組織変更を行いました。この変更に伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握すべく、各事業セグメ

ントの損益の測定方法を変更しております。なお、前年同四半期実績についても変更後の測定方法に基づいて計算

した上で、増減を記載しております。

（国内事業）

国内事業は、主要サービスである「中古車査定仲介サービス」における媒体間の競争激化も継続していること

から、集客活動を抑制し、利益の確保とともに配信情報の質の向上に努めました。当第２四半期連結累計期間にお

ける利用ユーザー数は84千人（前年同四半期比51.8％減）となり、紹介事業者のカバーエリアの拡大促進活動が奏

功しつつも売上高は大幅に減少しました。その一方で、利用ユーザーを獲得するコストの効率化により、利益は改

善しました。

その結果、売上高は488,726千円（前年同四半期比58.6％減）、セグメント利益は58,806千円（前年同四半期比

419.9％増）となり大きく改善しました。

（広告事業）

広告事業は、ヤフー株式会社との「carview!」開始による広告枠の増加・商品の拡充が、安定的な収益基盤を

構築、特にディスプレイ広告の売上増加が、売上・利益の増加に大きく貢献しております。

その結果、売上高は215,018千円（前年同四半期比41.0％増）、セグメント利益は52,787千円（前年同四半期比

744.5％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業区分 事業内容

国内事業
国内の自動車流通に関わる広告掲載サービス及びそれらに付随して提供されるサービス

・「中古車査定仲介サービス」における情報提供

広告事業
自動車総合ウェブサイト「carview!」の運営と広告の企画・制作・販売

・各種インターネット広告

ＳＮＳ事業

自動車関連ＳＮＳ「みんなのカーライフ（みんカラ）」の運営と広告の企画・制作・販売

・自動車関連事業者向けブログ等の提供「みんカラ＋（プラス）」

・その他の各種インターネット広告

海外事業

中古車輸出入支援ウェブサイト「tradecarview.com」の運営と広告の企画・制作・販売及

び輸出入に関する各種サポートサービス

・トレードカービュー車両掲載サービス

・収納代行サービス「PayTrade」

・中古車輸出手続きに関するコンサルティング



（ＳＮＳ事業）

ＳＮＳ事業は、ヤフー株式会社との連携により、広告枠や集客チャネルが増加し収入基盤が拡大しました。一

方で主力サービスである「みんカラ＋（プラス）」の利用事業者数が伸び悩み、売上高は301,792千円（前年同四

半期比1.2％減）となりました。しかしながら、広告宣伝費等の抑制による販売費及び一般管理費の減少により

9,574千円のセグメント損失の計上にとどまりました（前年同四半期は11,183千円のセグメント損失の計上）。

（海外事業）

海外事業は、収納代行サービス「PayTrade」が引き続き売上高の増加に寄与しました。その結果、売上高は

817,500千円（前年同四半期比21.0％増）、人員の増強とウェブサイトの開発・運営費用等の増加により販売費及

び一般管理費が増加しましたが、セグメント利益は256,976千円（前年同四半期比23.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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。)の残高は、5,390,346千円(前

年同四半期比291,978千円減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、371,756千円(前年同四半期比8,911千円減)となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純利益142,110千円及び減価償却費88,931千円の計上、預り金の増加85,754千円、大阪支社閉鎖に伴

う閉鎖損失52,510千円の計上によるものであります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、57,468千円(前年同四半期比119,964千円減)となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出4,456千円、無形固定資産の取得による支出43,015千円、差入保証金の差入による支出

10,000千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、594,522千円(前年同四半期比500,101千円増)となりました。これは、配当金の

支払による支出94,558千円及び自己株式の取得による支出513,372千円、新株発行による収入10,033千円によるも

のであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成25年７月23日に「平成26年３月期第１四半期決算短信」で公表をしました第２四

半期累計期間の業績予想と実績値に差異が生じました。詳細につきましては、本日、公表しております「平成26年

３月期第２四半期累計期間の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期の業績予想につきましては、変更はありません。



（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。

（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。

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



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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,665,216 5,390,346

売掛金 323,364 370,949

仕掛品 4,501 23

前払費用 146,134 83,852

繰延税金資産 71,857 51,419

その他 56,350 137,328

貸倒引当金 △35,708 △30,336

流動資産合計 6,231,715 6,003,583

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 80,514 54,454

工具、器具及び備品（純額） 164,445 110,928

その他（純額） 2,089 2,268

有形固定資産合計 247,050 167,651

無形固定資産

商標権 35,951 33,803

ソフトウエア 305,618 290,697

その他 6,900 7,049

無形固定資産合計 348,470 331,550

投資その他の資産

繰延税金資産 33,085 40,363

差入保証金 131,796 142,229

投資その他の資産合計 164,881 182,592

固定資産合計 760,402 681,795

資産合計 6,992,117 6,685,378



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 92,058 86,714

未払金 213,965 261,925

未払費用 85,489 76,719

未払法人税等 17,191 63,547

未払消費税等 － 30,993

賞与引当金 － 12,000

役員賞与引当金 － 9,000

資産除去債務 － 11,500

預り金 933,415 1,020,837

その他 86,734 84,267

流動負債合計 1,428,855 1,657,505

固定負債

資産除去債務 39,085 30,329

固定負債合計 39,085 30,329

負債合計 1,467,940 1,687,834

純資産の部

株主資本

資本金 1,572,741 1,577,757

資本剰余金 1,708,903 1,713,919

利益剰余金 2,240,643 2,208,729

自己株式 － △509,944

株主資本合計 5,522,288 4,990,461

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 1,889 3,706

その他の包括利益累計額合計 1,889 3,706

新株予約権 － 3,375

純資産合計 5,524,177 4,997,544

負債純資産合計 6,992,117 6,685,378



（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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 2,287,366 1,813,130

売上原価 1,017,646 395,642

売上総利益 1,269,720 1,417,487

販売費及び一般管理費 1,179,299 1,195,024

営業利益 90,420 222,462

営業外収益

受取利息 2,719 2,307

為替差益 － 5,258

違約金収入 2,155 3,182

還付消費税等 2,935 3,122

その他 1,840 1,653

営業外収益合計 9,651 15,524

営業外費用

為替差損 1,605 －

自己株式取得費用 － 3,427

その他 － 68

営業外費用合計 1,605 3,496

経常利益 98,466 234,490

特別損失

固定資産売却損 － 4,441

固定資産除却損 － 5,417

減損損失 － 30,009

支社閉鎖損失 － 52,510

特別損失合計 － 92,379

税金等調整前四半期純利益 98,466 142,110

法人税、住民税及び事業税 13,433 67,403

法人税等調整額 13,353 13,160

法人税等合計 26,786 80,563

少数株主損益調整前四半期純利益 71,679 61,547

四半期純利益 71,679 61,547



（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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 71,679 61,547

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － 1,816

その他の包括利益合計 － 1,816

四半期包括利益 71,679 63,363

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 71,679 63,363



（四半期連結損益計算書）
（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 1,133,759 921,301

売上原価 461,471 192,833

売上総利益 672,288 728,467

販売費及び一般管理費 587,325 584,195

営業利益 84,962 144,271

営業外収益

受取利息 1,655 1,054

違約金収入 939 2,209

その他 960 812

営業外収益合計 3,554 4,076

営業外費用

為替差損 708 635

その他 － 68

営業外費用合計 708 704

経常利益 87,809 147,643

特別損失

固定資産売却損 － 2,712

固定資産除却損 － 1,247

支社閉鎖損失 － 44,482

特別損失合計 － 48,442

税金等調整前四半期純利益 87,809 99,201

法人税、住民税及び事業税 11,935 56,026

法人税等調整額 11,596 △9,052

法人税等合計 23,531 46,974

少数株主損益調整前四半期純利益 64,277 52,227

四半期純利益 64,277 52,227



（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 64,277 52,227

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － △1,072

その他の包括利益合計 － △1,072

四半期包括利益 64,277 51,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 64,277 51,155



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30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 98,466 142,110

減価償却費 70,285 88,931

減損損失 － 30,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,016 △19,739

受取利息及び受取配当金 △2,719 △2,307

為替差損益（△は益） 1,605 2,191

賞与引当金の増減額（△は減少） － 12,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 9,000

固定資産売却損益（△は益） － 4,441

固定資産除却損 － 5,417

支社閉鎖損失 － 52,510

売上債権の増減額（△は増加） 187,483 △33,217

たな卸資産の増減額（△は増加） 768 4,477

未収消費税等の増減額（△は増加） － 16,754

その他の資産の増減額（△は増加） 23,453 △32,679

仕入債務の増減額（△は減少） △107,054 △5,344

未払金の増減額（△は減少） 29,258 51,581

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,668 30,993

預り金の増減額（△は減少） 136,758 85,754

その他の負債の増減額（△は減少） △13,133 △54,769

その他 － 3,447

小計 384,486 391,563

利息及び配当金の受取額 2,155 1,777

法人税等の支払額 △5,974 △21,584

営業活動によるキャッシュ・フロー 380,667 371,756

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 △56,045 △4,456

有形固定資産の売却による収入 － 3

無形固定資産の取得による支出 △121,386 △43,015

差入保証金の差入による支出 － △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,432 △57,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 10,033

自己株式の取得による支出 － △513,372

配当金の支払額 △94,421 △94,558

新株予約権の発行による収入 － 3,375

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,421 △594,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,605 5,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,208 △274,870

現金及び現金同等物の期首残高 5,575,116 5,665,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,682,324 5,390,346



該当事項はありません。

当社は、平成25年４月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式2,097株の取得を行いました。この結果、当第

２四半期連結累計期間において、自己株式509,944千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が

509,944千円となっております。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

３．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。

（４）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）

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,180,412 130,196 301,085 675,671 2,287,366

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 22,258 4,425 － 26,683

計 1,180,412 152,455 305,511 675,671 2,314,050

セグメント利益又は損失（△） 11,310 6,251 △11,183 207,413 213,791

利益 金額

報告セグメント計 213,791

全社費用（注） △123,371

四半期連結損益計算書の営業利益 90,420



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの利益又は損失の算定方法の重要な変更）

当第２四半期連結累計期間より、組織変更を行ったことに伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握

すべく各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が、それぞ

れ「国内事業」で169,099千円、「広告事業」で34,796千円増加しておりますが、「SNS事業」で28,987千円、

「海外事業」で149,019千円減少しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失においても、変更後の測定方法に基づき作成し

たものを開示しております。

４．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

大阪支社閉鎖の決定に伴い、報告セグメントに含まれない全社資産の減損損失を認識するに至りまし

た。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては、30,009千円であります。

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
488,726 208,549 298,352 817,500 1,813,130

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 6,468 3,440 － 9,908

計 488,726 215,018 301,792 817,500 1,823,038

セグメント利益又は損失（△） 58,806 52,787 △9,574 256,976 358,995

利益 金額

報告セグメント計 358,995

全社費用（注） △136,533

四半期連結損益計算書の営業利益 222,462



Ⅲ 前第２四半期連結会計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

３．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

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
561,914 52,101 154,702 365,039 1,133,759

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 12,355 2,792 － 15,147

計 561,914 64,456 157,494 365,039 1,148,906

セグメント利益又は損失（△） 34,902 △2,842 6,414 111,791 150,265

利益 金額

報告セグメント計 150,265

全社費用（注） △65,302

四半期連結損益計算書の営業利益 84,962



Ⅳ 当第２四半期連結会計期間（自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの利益又は損失の算定方法の重要な変更）

当第２四半期連結会計期間より、組織変更を行ったことに伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握

すべく各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結会計期間のセグメント利益が、それぞ

れ「国内事業」で66,500千円、「広告事業」で34,387千円増加しておりますが、「SNS事業」で9,684千円、

「海外事業」で73,497千円減少しております。

なお、前第２四半期連結会計期間のセグメント利益又は損失においても、変更後の測定方法に基づき作成し

たものを開示しております。

４．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

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
260,322 107,391 155,941 397,645 921,301

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 2,080 1,506 － 3,587

計 260,322 109,471 157,448 397,645 924,888

セグメント利益 43,331 34,775 8,899 127,981 214,988

利益 金額

報告セグメント計 214,988

全社費用（注） △70,716

四半期連結損益計算書の営業利益 144,271
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