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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年６月30日）

（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 ％

27年12月期第２四半期 2,298 － △171 － △173 － △115 －

26年12月期第２四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 △114百万円( －％) 26年12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

27年12月期第２四半期 △4.12 －

26年12月期第２四半期 － －
　

（注）当社は平成26年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成26年12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。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年12月期第２四半期 3,680 2,982 80.1

26年12月期 3,422 3,075 89.3
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 2,948百万円 26年12月期 3,055百万円
　

　　

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

26年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

27年12月期 － 0.00

27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27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）
平成27年12月期の連結業績予想につきましては、平成30年12月期を最終年度とする中期経営計画の達成に向けた戦略的
積極投資により、営業利益が前年を下回るものの、売上高は、前年比20％～40％の増収を計画しております。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） 株式会社waja
　

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重
要な子会社の異動」をご参照ください。

　

（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

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
　

　

（４）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) 27年12月期２Ｑ 28,083,200株 26年12月期 28,048,000株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 320株 26年12月期 320株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 28,066,606株 26年12月期２Ｑ 27,750,131株
　

　

※ 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作成しておりますが、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

　当社グループ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。

　このような事業環境の中、当社グループでは、サービス開発力を活かし、求人情報メディアを始めとする複数のイン

ターネットメディアを運営しており、平成30年12月期を最終年度とする中期経営計画の下、平成27年12月期を“戦略的

積極投資の年”と位置付け、既存事業の拡大や新領域の開拓に取り組んでおります。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、求人情報メディア事業を中心に、応募率向上に向けたサイト機能の改

善・拡充、求職者向けの電話サポート強化、Webマーケティングの強化等に注力したほか、ファッションECサイトを運営

する株式会社wajaの株式を取得し連結子会社化いたしました。費用面では、主に従業員増加に伴う人件費のほか、サイ

ト集客力やサービス認知度向上を目的とした広告宣伝費等が増加いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,298,898千円、経常損失は173,426千円、四半期純損失は

115,751千円となりました。

　なお、上述した株式会社wajaにつきましては、平成27年４月１日をみなし取得日とし、第２四半期連結決算日との差

異は３ヶ月を超えないため、当第２四半期連結累計期間は貸借対照表のみを連結しております。

　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サイトに加え、クチコミサイト「転職会

議」を運営しております。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、「ジョブセンス」において、大学生の同サイト利用促進を目的としたキャ

ンペーンを実施したほか、顧客企業を対象にオプションサービスの提供等に注力いたしました。また、「転職会議」にお

いて、会員向けメールマガジンを強化したほか、求人紹介企業へのユーザー送客施策などマネタイズチャネルの拡充に

取り組みました。なお、「転職会議」の累積会員登録数（退会者数除く）は、平成27年６月30日現在で166万人となって

おります。

　以上の結果、売上高は2,136,458千円（前年同期比 11.9％増）、セグメント利益は352,327千円（前年同期比 59.0％

減）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 ： 1,214,869 千円（前年同期比 12.9％増）

・ジョブセンスリンク ： 603,363 千円（前年同期比 1.0％増）

・ジョブセンス派遣 ： 82,420 千円（前年同期比 24.0％減）

・転職会議 ： 235,805 千円（前年同期比 85.1％増）

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にて、賃貸情報サイト「door賃貸」を運営しており

ます。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、掲載物件に対する問い合わせ率向上に向けたキャンペーンを実施したほ

か、サイト改善やWebマーケティングの強化に努めましたが、競争環境の激化等もあり、売上高は146,459千円（前年同

期比 24.9％減）、セグメント利益は26,949千円（前年同期比 48.7％減）となりました。
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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。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、株式会社ユニラボと共同運営を行うビジネス比較・発注サイト「imitsu

（アイミツ）」において、受注業者データの拡充や発注希望者による個別サポートの強化等に取り組んだほか、社内開発

にて複数の新規サービスのリリースに向けた活動に注力いたしました。

　以上の結果、その他事業の売上高は15,980千円、セグメント損失は68,580千円となりました。

（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総資産は3,680,206千円となり、前連結会計年度末に比べ258,035千円増加いた

しました。これは主に、現金及び預金の減少323,411千円、売掛金の増加122,758千円、その他に含まれる未収入金の増

加87,013千円及びのれんの増加351,656千円によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、697,993千円となり、前連結会計年度末に比べ350,862千円増加い

たしました。これは主に、未払金の増加209,305千円及び流動負債のその他に含まれる預り金の増加130,284千円による

ものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は2,982,213千円となり、前連結会計年度末に比べ92,826千円減少いたし

ました。これは主に、利益剰余金の減少115,751千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

　平成27年12月期の連結業績予想につきましては、平成30年12月期を最終年度とする中期経営計画の達成に向けた戦略

的積極投資により、営業利益が前年を下回るものの、売上高は、前年比20％～40％の増収を計画しております。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　当第２四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した株式会社wajaを連結の範囲に含めております。

　なお、平成27年４月１日をみなし取得日とし、第２四半期連結決算日との差異は３ヶ月を超えないため、当第２四半

期連結累計期間は貸借対照表のみを連結しております。
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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26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,434,267 2,110,856

売掛金 448,854 571,613

商品 － 3,500

未収還付法人税等 74,792 －

その他 46,927 195,591

貸倒引当金 △1,391 △1,769

流動資産合計 3,003,451 2,879,792

固定資産

有形固定資産 111,272 120,208

無形固定資産

のれん － 351,656

その他 22,521 20,995

無形固定資産合計 22,521 372,651

投資その他の資産

その他 300,414 334,728

貸倒引当金 △15,488 △27,174

投資その他の資産合計 284,925 307,553

固定資産合計 418,719 800,413

資産合計 3,422,170 3,680,206

負債の部

流動負債

買掛金 － 12,503

未払金 181,660 390,966

未払法人税等 13,840 4,064

賞与引当金 22,930 31,658

ポイント引当金 － 828

その他 128,698 254,225

流動負債合計 347,130 694,246

固定負債

資産除去債務 － 2,889

その他 － 856

固定負債合計 － 3,746

負債合計 347,130 697,993

純資産の部

株主資本

資本金 228,084 231,418

資本剰余金 213,084 216,418

利益剰余金 2,605,768 2,490,017

自己株式 △856 △856

株主資本合計 3,046,081 2,936,997

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,971 4,758

為替換算調整勘定 5,348 6,273

その他の包括利益累計額合計 9,319 11,031

新株予約権 19,638 14,719

少数株主持分 － 19,465

純資産合計 3,075,040 2,982,213

負債純資産合計 3,422,170 3,680,206
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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27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 2,298,898

売上原価 163,543

売上総利益 2,135,355

販売費及び一般管理費 2,306,859

営業損失（△） △171,504

営業外収益

受取利息 551

還付加算金 889

違約金収入 984

その他 669

営業外収益合計 3,094

営業外費用

投資有価証券評価損 1,500

投資事業組合運用損 3,145

その他 370

営業外費用合計 5,016

経常損失（△） △173,426

特別利益

投資有価証券売却益 34,335

特別利益合計 34,335

税金等調整前四半期純損失（△） △139,091

法人税、住民税及び事業税 75

法人税等調整額 △23,415

法人税等合計 △23,339

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △115,751

四半期純損失（△） △115,751
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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27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △115,751

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 787

為替換算調整勘定 924

その他の包括利益合計 1,711

四半期包括利益 △114,039

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △114,039
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（３）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）

　該当事項はありません。

（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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