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(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第１四半期の業績（平成26年１月１日～平成26年３月31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 ％

26年12月期第１四半期 987 15.3 137 △67.2 137 △67.2 82 △65.0

25年12月期第１四半期 856 101.5 417 88.9 418 89.2 234 92.5
　

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12月期第１四半期 2.96 2.90

25年12月期第１四半期 8.50 8.31
　

(注) 当社は平成25年７月１日付で普通株式１株に付き２株、平成26年１月１日付で普通株式１株に付き２株の株式
分割を行っております。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につ
いては、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 ％

26年12月期第１四半期 3,069 2,741 88.6

25年12月期 3,383 2,657 78.0
(参考) 自己資本 26年12月期第１四半期 2,720百万円 25年12月期 2,638百万円

　　　

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

25年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

26年12月期 －

26年12月期(予想) 0.00 － 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26年12月期の業績予想（平成26年１月１日～平成26年12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) － － － － － － － － －

通期 6,649 56.2 1,950 23.1 1,950 23.0 1,219 24.0 43.95
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 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 ： 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
　　

（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) 26年12月期１Ｑ 27,748,800株 25年12月期 27,748,800株

② 期末自己株式数 26年12月期１Ｑ 320株 25年12月期 280株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期１Ｑ 27,748,493株 25年12月期１Ｑ 27,600,000株
　

(注) 当社は平成25年７月１日付で普通株式１株に付き２株、平成26年１月１日付で普通株式１株に付き２株の株式
分割を行っております。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
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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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

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、引き続きインターネット

利用が増加傾向にあります。

求人広告市場におきましては、平成25年１～３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69万２千件であったのに対し、平成26年１～３月には月平均約96

万２千件（前年同期比39.1％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26年１～３月の新設住宅着工戸数が月平均約７万２千戸と前年同期比3.4

％増加し、底堅く推移しております（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、主に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等を事業展開しております。当第１四半期累計期間においては、Web

マーケティングの強化、サイト機能の拡充、カスタマーサポートの強化等に取り組んでまいりました。この結果、

当第１四半期累計期間における売上高は、前年同期比15.3％増の987,730千円となりました。

費用面では、サイト集客力やサービス認知度の向上を目的としたプロモーション活動の実施による広告宣伝費の

増加や、従業員数の増加に伴う人件費等の増加により、経常利益は前年同期比67.2％減の137,449千円、四半期純

利益は前年同期比65.0％減の82,094千円となりました。

各事業の業績は、次のとおりであります。

a. 求人情報メディア事業

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を活用した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サイトに加え、当第１

四半期累計期間よりクチコミサイト「転職会議」を分類しております。以下の前年同期比較については、前年同期

の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

当第１四半期累計期間は、前事業年度後半よりアルバイトを中心とした労働需給の逼迫が続く中、主に「ジョブ

センス」「ジョブセンスリンク」において、積極的なプロモーション活動による集客力向上や、顧客サポートの強化

及びサイト機能の拡充等による応募率・採用率の向上に取り組んでまいりました。また、「転職会議」では、継続的

なサイト改善が奏効し、平成26年3月に会員登録者数が100万人を突破いたしました。

この結果、売上高は前年同期比11.9％増の843,483千円となったものの、プロモーション活動及び人員増に係る費

用増加を吸収できず、セグメント利益は前年同期比26.1％減の340,983千円となりました。

各サイトの売上高は、次のとおりであります。

・ジョブセンス ： 475,179 千円（前年同期比 13.9％増）

・ジョブセンスリンク ： 260,746 千円（前年同期比 23.8％増）

・ジョブセンス派遣 ： 51,182 千円（前年同期比 6.0％減）

・転職会議 ： 56,374 千円（前年同期比 119.5％増）
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b. 不動産情報メディア事業

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を活用した賃貸情報サイト「door賃貸」を分類

しております。

当第１四半期累計期間においては、掲載物件数増加に向けた新規サービス導入企業の獲得、Webマーケティングの

強化等に注力したものの、フィーチャーフォン向けサイトの閉鎖や、今後の事業規模拡大を見据えた内部管理シス

テム開発による工数調整の影響もあり、売上高は前年同期比6.5％減の125,043千円となりました。セグメント利益

は、Webプロモーションの実施やサービス運営体制強化に伴う人員増があり、前年同期比72.2％減の32,043千円とな

りました。

c. その他事業

その他事業においては、テスト運用中のサービスを含む複数の新規事業及び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による収入等を分類しております。

新規事業につきましては、平成26年2月に株式会社ユニラボと業務提携しビジネス比較・発注サイト「imitsu（ア

イミツ）」の運営を開始したほか、中長期的な企業価値向上に向けて新たなサービスの開発に取り組んでおります。

この結果、売上高は前年同期比30.3％増の19,204千円、セグメント利益は前年同期比71.1％増の3,240千円となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は3,069,940千円となり、前事業年度末に比べ313,256千円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金の減少335,044千円、売掛金の増加6,481千円、有形固定資産の増加7,146千円に

よるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べ397,416千円減少し、328,699千円となりました。これは主に、未払法人税等の

減少345,669千円によるものであります。

純資産は前事業年度末に比べ84,159千円増加し、2,741,240千円となりました。これは主に、利益剰余金の増加

82,094千円によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年12月期の業績予想につきましては、平成26年２月14日に公表いたしました内容から変更しておりませ

ん。
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,541,453 2,206,409

売掛金 437,560 444,042

その他 59,825 30,319

貸倒引当金 △3,237 △3,285

流動資産合計 3,035,601 2,677,485

固定資産

有形固定資産 116,787 123,933

無形固定資産 32,504 34,748

投資その他の資産

その他 204,011 240,835

貸倒引当金 △5,708 △7,062

投資その他の資産合計 198,303 233,772

固定資産合計 347,595 392,454

資産合計 3,383,196 3,069,940

負債の部

流動負債

未払金 201,225 197,605

未払法人税等 385,611 39,942

賞与引当金 3,533 9,310

その他 135,745 81,841

流動負債合計 726,115 328,699

負債合計 726,115 328,699

純資産の部

株主資本

資本金 221,901 221,901

資本剰余金 206,901 206,901

利益剰余金 2,210,478 2,292,572

自己株式 △760 △856

株主資本合計 2,638,521 2,720,519

新株予約権 18,559 20,721

純資産合計 2,657,081 2,741,240

負債純資産合計 3,383,196 3,069,940
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 856,469 987,730

売上原価 71,642 74,131

売上総利益 784,827 913,598

販売費及び一般管理費 367,136 776,440

営業利益 417,690 137,158

営業外収益

受取利息 151 236

違約金収入 608 －

その他 － 54

営業外収益合計 759 290

経常利益 418,450 137,449

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 414,650 137,449

法人税、住民税及び事業税 165,699 36,977

法人税等調整額 14,213 18,377

法人税等合計 179,913 55,355

四半期純利益 234,736 82,094
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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