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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３月期第２四半期  3,622  △15.0  125  7.5  105  △25.2  95  △27.3

25年３月期第２四半期  4,259  △15.5  116  10.6  140  △7.9  131  △20.3

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 112百万円（ ％） △14.2   25年３月期第２四半期 131百万円 （ ％） △28.9

  
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  15.13  15.13

25年３月期第２四半期  20.93  20.83

（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。 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  6,589  5,610  84.9

25年３月期  6,586  5,591  84.7

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 5,597百万円   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  － 0.00     

26年３月期（予想）     － 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、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  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、当該分割を考慮した額を記載しております。



  

※  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） 

 

   

※  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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 6,308,308株 25年３月期２Ｑ 6,272,137株

（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。

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説明 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は、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、音楽事業の一部を関連会社に移管したこと等により、前年同期比15.0％減の3,622百万円となりました。 

 しかし、販売プランシフトは同規模の原価の減少を伴い、プロモーション強化により会員数も純増となり、ブロ

ードバンド事業は増益となりました。音楽事業の一部移管等による減益はありましたが、堅調な広告販売に支えら

れ、売上総利益は前年同期比0.4％減の1,876百万円となりました。 

 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を前年同期

比0.9％減の1,750百万円に抑え、営業利益は前年同期比7.5%増の125百万円となりました。 

 一方、音楽関連事業会社が本格稼働を開始したこと、旅行関連事業会社が減益となったことにより、持分法によ

る投資損益が悪化し、当期純利益は前年同期比27.3％減の95百万円となりました。 

  

（広告・課金） 

 広告販売は前年同期並みの売上を確保できましたが、音楽事業の一部移管等により、売上高は前年同期比7.6％

減の2,308百万円となりました。収益面においては、アドネットワークの活用、スマートフォン向け商品の開発等

により、利幅の高い広告収益の確保に努めると共に、課金サービスに係る業務委託費等の削減を進めました。しか

し、音楽事業の移管、海外事業との取り組みにつき、経費が先行する状況が続いているため、営業利益は前年同期

比14.6%減の344百万円となりました。 

  

（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

フトが続く結果、売上高は前年同期比25.3％減の1,314百万円となりました。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、利益へのマイナスの影響が 小限に抑えられたことに加え、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、営業利益は前年同期比65.2%増の146百万円となりました。 

 

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）連結財政状態に関する説明 

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は6,589百万円となり、前連結会計年度末に比べ3百万円の微増とな

りました。これは主に関係会社預け金を取り崩し流動資産が654百万円減少の5,231百万円となったに対し、その大

半を原資として投資有価証券を取得し固定資産が657百万円増加の1,358百万円となったことによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 
増減額 

 売上高：     

  広告・課金事業 2,499  2,308  △191 

  ブロードバンド事業 1,760  1,314  △445 

 合計（四半期連結損益計算書計上額）  4,259  3,622  △636 

 セグメント利益（営業利益）：       

  広告・課金事業 403  344  △59 

  ブロードバンド事業  88  146  57 

  調整額（管理部門の費用等）  △375  △365  10 

 合計（四半期連結損益計算書計上額）  116  125  8 
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（負債）  

 当第２四半期連結会計期間末における負債は979百万円となり、前連結会計年度末に比べ15百万円の減少となり

ました。これは主に買掛金及び引当金の減少によるものです。 

  

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は5,610百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円の増加と

なりました。これは主に四半期純利益95百万円及び剰余金の配当94百万円並びにその他有価証券評価差額金の増加

によるものです。 

  

（３）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通期の

連結業績予想に変更はありません。 

  

  

（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。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 1,153,507 1,346,258

売掛金 1,521,929 1,341,868

商品 5,176 4,198

貯蔵品 128 160

関係会社預け金 3,111,982 2,414,815

繰延税金資産 39,530 39,530

その他 60,480 86,917

貸倒引当金 △6,631 △2,194

流動資産合計 5,886,103 5,231,553

固定資産   

有形固定資産 99,619 106,315

無形固定資産 118,317 189,833

投資その他の資産   

投資有価証券 411,825 993,684

その他 126,808 128,814

貸倒引当金 △56,048 △60,406

投資その他の資産合計 482,585 1,062,092

固定資産合計 700,522 1,358,241

資産合計 6,586,625 6,589,795

負債の部   

流動負債   

買掛金 450,748 428,030

リース債務 932 945

未払法人税等 10,743 22,379

引当金 96,069 56,347

その他 413,289 440,591

流動負債合計 971,784 948,294

固定負債   

リース債務 797 321

繰延税金負債 22,454 30,966

固定負債合計 23,251 31,287

負債合計 995,036 979,582

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 413,652 414,499

自己株式 △4,830 △4,830

株主資本合計 5,534,919 5,536,359

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 55,920

為替換算調整勘定 6,020 5,451

その他の包括利益累計額合計 46,568 61,372

少数株主持分 10,101 12,481

純資産合計 5,591,589 5,610,213

負債純資産合計 6,586,625 6,589,795
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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）

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 4,259,250 3,622,473

売上原価 2,375,710 1,746,009

売上総利益 1,883,539 1,876,464

販売費及び一般管理費 1,766,543 1,750,733

営業利益 116,996 125,731

営業外収益   

受取利息 2,725 3,049

受取配当金 2,498 3,336

持分法による投資利益 17,795 －

その他 988 656

営業外収益合計 24,007 7,042

営業外費用   

支払利息 220 21

為替差損 456 2,626

持分法による投資損失 － 24,378

その他 12 726

営業外費用合計 688 27,752

経常利益 140,314 105,020

特別利益   

固定資産売却益 － 9,240

新株予約権戻入益 3,706 －

特別利益合計 3,706 9,240

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 144,021 111,160

法人税、住民税及び事業税 9,653 13,266

法人税等合計 9,653 13,266

少数株主損益調整前四半期純利益 134,368 97,894

少数株主利益 3,087 2,455

四半期純利益 131,280 95,439

エキサイト株式会社（3754）平成26年３月期 第２四半期決算短信

－ 5 －



（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 134,368 97,894

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,107 15,372

為替換算調整勘定 － △643

その他の包括利益合計 △3,107 14,728

四半期包括利益 131,260 112,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,173 110,242

少数株主に係る四半期包括利益 3,087 2,380
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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）

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 144,021 111,160

減価償却費及びその他の償却費 34,178 53,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） △215 △687

引当金の増減額（△は減少） △45,325 △39,722

受取利息及び受取配当金 △5,223 △6,386

支払利息 220 21

持分法による投資損益（△は益） △17,795 24,378

固定資産売却損益（△は益） － △9,240

新株予約権戻入益 △3,706 －

固定資産除却損 － 3,100

売上債権の増減額（△は増加） 267,218 176,310

たな卸資産の増減額（△は増加） 465 945

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,045 △21,690

仕入債務の増減額（△は減少） △115,691 △22,717

未払金の増減額（△は減少） 26,544 12,465

その他の流動負債の増減額（△は減少） 22,442 8,827

小計 302,088 290,657

利息及び配当金の受取額 4,964 6,070

利息の支払額 △220 △21

法人税等の支払額 △6,100 △6,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 300,732 290,586

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 △67,807 △33,831

無形固定資産の取得による支出 △26,568 △89,631

無形固定資産の売却による収入 － 9,240

投資有価証券の取得による支出 △14,067 △587,113

投資有価証券の売却による収入 25,753 －

敷金及び保証金の回収による収入 1,762 －

関係会社預け金の預入による支出 △500,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,927 △701,336

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 2,863 594

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △12,052 △441

配当金の支払額 － △93,176

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,189 △93,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289,383 △504,417

現金及び現金同等物の期首残高 2,450,417 2,265,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,161,033 1,761,073
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

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） 

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．セグメント利益の調整額△375,619は、各報告セグメントに配分していない全社費用△375,619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） 

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．セグメント利益の調整額△365,522は、各報告セグメントに配分していない全社費用△365,522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。  

   

（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   
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 2,499,066 1,760,184 4,259,250 － 4,259,250 

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
－ － － －  － 

 計  2,499,066 1,760,184 4,259,250 － 4,259,250 

セグメント利益 403,941 88,673 492,615 △375,619 116,996 

  

 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 2,308,065  1,314,407 3,622,473 － 3,622,473 

セグメント間の内部売

上高又は振替高  
－ － － －  － 

 計  2,308,065  1,314,407 3,622,473 － 3,622,473

セグメント利益 344,780 146,473 491,254 △365,522 125,731 
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