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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第３四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年９月30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３四半期 3,189 100.1 1,289 69.2 1,291 70.1 724 77.4
24年12月期第３四半期 1,593 － 762 － 759 － 408 －

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３四半期 52.38 51.38
24年12月期第３四半期 29.58 28.94

 (注)１. 当社は平成23年12月期第３四半期においては、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３
     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25年７月１日付けで、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、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。

（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３四半期 3,043 2,394 78.1
24年12月期 2,218 1,659 74.4

(参考) 自己資本 25年12月期第３四半期 2,378百万円 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 － 0.00 －

25年12月期(予想) 0.00 0.00
(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）

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 4,182 84.7 1,517 34.2 1,518 36.4 872 46.0 63.23
(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)当社は平成25年７月１日付けで、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、１株 
当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して算定しております。



  

    

  

  

  

  

※ 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

(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。

（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３Ｑ 13,864,800株 24年12月期 13,800,000株

② 期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 59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３Ｑ 13,823,603株 24年12月期３Ｑ 13,800,000株

(注)当社は平成25年７月１日付けで、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、期末発 
行済株式数（自己株式を含む)、期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）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。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・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き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。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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/）
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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１～９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１～９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58万３千件であったのに対し、平成25年１

～９月には月平均約71万３千件（前年比22.3％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１～９月の新設住宅着工戸数が月平均約７万９千戸と前年

同期比10.3％増加し、順調に推移しております（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３四半期累計期間

においては、主要サービスでの提供価格変更によるマイナス影響があったものの、Webプロモーション

活動やこれまでご利用の少なかった地域等へのアプローチ強化により、当社サービスをご利用いただい

ている企業数は平成25年９月末時点で39,782社（平成25年６月末比2,607社増）へと堅調に増加いたし

ました。また、全サービス共通の基本施策であるサイト機能及び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も継続して取り組んでまいりました。 

また、当社では、中長期成長を見据えた新領域の開拓を推進しており、社内での新規事業立ち上げに

加え、将来成長の見込めるベンチャー企業への出資等に取り組んでおります。９月には、ネットショッ

プの制作や運営代行等を手掛ける株式会社アラタナ（代表取締役社長 濱渦伸次、本社 宮崎県宮崎

市、未上場）に対し19,600千円を出資いたしました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は前年同期比100.1％増の3,189,223千円、経常利益は前

年同期比70.1％増の1,291,129千円、四半期純利益は前年同期比77.4％増の724,072千円と、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３四半期累計期間は、雇用環境が徐々に改善される中、「ジョブセンス」及び「ジョブセンス

リンク」における積極的なWebプロモーション活動、サービス提供価格変更のほか、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105.8％増の2,727,644千円、セグメント利益は前年同期比76.6％増

の1,579,335千円となりました。 

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
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各サイトの売上高は、次のとおりであります。 
  

  

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３四半期累計期間においては、引き続き掲載物件数増加に向けた新規サービス導入企業の獲得

等に取り組んだ一方で、スマートフォンサイト全面リニューアルのスケジュールが想定よりも遅れた

影響等により、当社の収益計画を下回る結果となりました。（10月１日付で全面リニューアル完了）

 これにより、売上高は前年同期比85.0％増の334,170千円、セグメント利益は前年同期比64.2％増

の242,863千円となりました。 

  

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」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９月末時点において会員登録者数が累計約75万人、クチコミ情報掲載数

が約225万件と、順調に拡大しております。大手求人情報サービス会社へのユーザー会員送客数の増

加や、収益化施策の強化、継続的なサイト機能の改善が奏効し、収益は順調に増加いたしました。 

以上の結果、売上高は前年同期比45.0％増の127,407千円、セグメント利益は前年同期比51.9％増

の69,075千円となりました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は3,043,310千円となり、前事業年度末に比べ824,768千円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加544,503千円、売掛金の増加146,784千円、有形固定

資産の増加97,754千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90,429千円増加し、649,027千円となりました。これは主に、未払

金の増加151,087千円、未払法人税等の減少83,920千円によるものであります。 

純資産は前事業年度末に比べ734,339千円増加し、2,394,283千円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加724,072千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７月11日に公表いたしました内容から変更して

おりません。 

・ジョブセンス 1,712,383千円 （前年同期比  105.6％増）

・ジョブセンスリンク 855,885千円 （前年同期比  145.2％増）

・ジョブセンス派遣 159,375千円 （前年同期比   11.3％増）

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、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３四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３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,685,906 2,230,409

売掛金 272,761 419,546

その他 45,680 40,422

貸倒引当金 △2,263 △3,440

流動資産合計 2,002,084 2,686,938

固定資産   

有形固定資産 25,741 123,495

無形固定資産 12,803 36,514

投資その他の資産   

その他 180,766 200,927

貸倒引当金 △2,854 △4,564

投資その他の資産合計 177,912 196,362

固定資産合計 216,457 356,372

資産合計 2,218,541 3,043,310

負債の部   

流動負債   

未払金 46,395 197,482

未払法人税等 425,000 341,079

その他 87,202 110,465

流動負債合計 558,598 649,027

負債合計 558,598 649,027

純資産の部   

株主資本   

資本金 219,930 221,647

資本剰余金 204,930 206,647

利益剰余金 1,226,647 1,950,720

自己株式 － △760

株主資本合計 1,651,507 2,378,254

新株予約権 8,436 16,028

純資産合計 1,659,943 2,394,283

負債純資産合計 2,218,541 3,043,310
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
（自  平成24年１月１日 

    至  平成24年９月30日）

当第３四半期累計期間 
（自  平成25年１月１日 

    至  平成25年９月30日）

売上高 1,593,837 3,189,223

売上原価 181,242 272,524

売上総利益 1,412,595 2,916,698

販売費及び一般管理費 650,104 1,626,767

営業利益 762,490 1,289,931

営業外収益   

違約金収入 － 608

受取利息 189 324

受取保険金 2,586 －

償却債権取立益 25 －

その他 12 266

営業外収益合計 2,813 1,198

営業外費用   

上場関連費用 6,243 －

営業外費用合計 6,243 －

経常利益 759,061 1,291,129

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 759,061 1,287,329

法人税、住民税及び事業税 357,006 563,909

法人税等調整額 △6,125 △651

法人税等合計 350,880 563,257

四半期純利益 408,180 724,072
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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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