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１．当四半期決算に関する定性的情報 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四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1,058,622千円(前年同期比0.9％増加）、営

業利益は26,773千円（前年同期比61.3％減少）、経常利益は26,096千円（前年同期比60.5％減少）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は12,035千円（前年同期比66.3％減少）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

① コンテンツマーケティングプラットフォーム事業（CMP事業） 

CMP事業におきましては、当第１四半期連結累計期間の月間平均（平成28年７月から平成28年9月の３ヶ月平均）PV

数は、156,525千PV/月となり、前連結会計年度の月間平均（12ヶ月平均）PV数150,019千PV/月から、4.3％増加しま

した。PVは微増したものの運用型広告を中心に当社の主要な収益であるパフォーマンス広告売上高（アドネットワー

ク※１などの運用型広告※２とアフィリエイト広告※３を併せた売上品目）は、アフィリエイト広告の減少が影響し

207,437千円(前年同期比20.8％減少）、提案型広告売上高は99,505千円(前年同期比6.9％減少）、純広告売上高は

42,372千円(前年同期比2.5％増加）となりました。また、直近3年以内にM&Aで取得した事業の貢献などにより、デー

タ・コンテンツ提供売上高は387,692千円（前年同期比31.0%増加）となりました。 

一方で、セールスミックスの変化により、外注費や物流費等が増加したことで、セグメント利益は減少しました。 

以上の結果、当セグメント売上高は877,615千円(前年同期比0.03％増加）、セグメント利益（営業利益）は14,479

千円(前年同期比81.81％減少）となりました。 

 
  

② コンテンツマーケティングソリューション事業（CMS事業） 

CMS事業におきましては、リサーチソリューションでは受注件数は前年同期比8.1％減少したものの、得意とする

自動車関連業界等からの受注増により単価が前年同期比28.7％増加したこと等により、売上高は前年同期比18.3％

増加、営業利益は前年同期ではマイナスでありましたが、当第１四半期連結累計期間ではプラスとなりました。ま

た、メディアコマースの受注件数は前年同期比16.3%減少したものの、単価が前年同期比20.8％増加したことで売

上高は前年同期比で微増となりました。 

以上の結果、当セグメント売上高は181,007千円(前年同期比5.53%増加）、セグメント利益（営業利益）は

12,294千円(前年同期比22,699千円増加）となりました。 

 

※１ 運用型広告：Web広告の中におけるアドネットワーク及びリスティング広告の全てを合算したもの 

※２ アドネットワーク：異なる複数のインターネット広告を束ねて広告をネットワーク配信する仕組み。 

※３ アフィリエイト広告：成果報酬型のインターネット広告。商品購入や資料請求などの、最終成果またはクリックが発生した件数に応

じて広告費用を支払う。 
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（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は4,144,681千円（前連結会計年度末比88,081千円減少）となりま

した。これは主に、仕掛品が20,743千円増加した一方で、現金及び預金が59,337千円減少、受取手形及び売掛金が

53,214千円減少したこと等によるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債総額は1,079,287千円（前連結会計年度末比108,297千円減少）となり

ました。これは主に、買掛金が61,371千円減少、未払法人税等が22,412千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は3,065,393千円（前連結会計年度末比20,215千円増加）とな

りました。これは主に、利益剰余金が12,035千円増加したこと等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 

通期の業績見通しにつきましては、平成28年８月12日に公表しました内容に変更はございません。なお、業績予

想は、同資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。 
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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 

(会計方針の変更) 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

 なお、この変更による四半期財務諸表に与える影響はありません。 

 

(追加情報) 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１四

半期会計期間から適用しております。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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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28年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成28年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,846,362 1,787,024 

  受取手形及び売掛金 969,415 916,200 

  商品及び製品 104,956 102,293 

  仕掛品 17,735 38,478 

  原材料及び貯蔵品 1,343 1,123 

  その他 116,387 127,024 

  貸倒引当金 △18,837 △20,810 

  流動資産合計 3,037,363 2,951,335 

 固定資産   

  有形固定資産 97,248 115,959 

  無形固定資産   

   のれん 523,472 508,768 

   その他 187,208 178,875 

   無形固定資産合計 710,681 687,644 

  投資その他の資産 387,469 389,742 

  固定資産合計 1,195,399 1,193,346 

 資産合計 4,232,762 4,144,681 
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           (単位：千円) 
          

前連結会計年度 
(平成28年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成28年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 551,544 490,172 

  電子記録債務 43,477 44,115 

  短期借入金 20,000 20,000 

  1年内返済予定の長期借入金 43,824 43,824 

  未払法人税等 25,600 3,188 

  賞与引当金 13,906 12,954 

  ポイント引当金 10,163 8,449 

  返品調整引当金 30,034 28,877 

  その他 307,752 273,694 

  流動負債合計 1,046,303 925,276 

 固定負債   

  長期借入金 91,656 80,700 

  役員退職慰労引当金 114 114 

  資産除去債務 32,282 32,361 

  その他 17,228 40,835 

  固定負債合計 141,281 154,011 

 負債合計 1,187,585 1,079,287 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 854,379 855,399 

  資本剰余金 896,413 897,433 

  利益剰余金 1,264,849 1,276,884 

  株主資本合計 3,015,641 3,029,716 

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △1,421 △2,193 

  その他の包括利益累計額合計 △1,421 △2,193 

 非支配株主持分 30,958 37,870 

 純資産合計 3,045,177 3,065,393 

負債純資産合計 4,232,762 4,144,681 
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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１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 1,048,883 1,058,622 

売上原価 538,027 557,332 

売上総利益 510,855 501,290 

販売費及び一般管理費 441,675 474,516 

営業利益 69,180 26,773 

営業外収益   

 受取利息 181 9 

 その他 36 75 

 営業外収益合計 217 84 

営業外費用   

 支払利息 825 672 

 為替差損 4 41 

 その他 2,421 47 

 営業外費用合計 3,251 761 

経常利益 66,146 26,096 

特別損失   

 特別調査費用 － 6,409 

 特別損失合計 － 6,409 

税金等調整前四半期純利益 66,146 19,687 

法人税、住民税及び事業税 11,658 3,247 

法人税等調整額 15,707 △2,507 

法人税等合計 27,366 740 

四半期純利益 38,779 18,947 

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,048 6,912 

親会社株主に帰属する四半期純利益 35,730 12,035 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 平成27年７月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年７月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 38,779 18,947 

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △1,698 △771 

 その他の包括利益合計 △1,698 △771 

四半期包括利益 37,081 18,175 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 34,032 11,263 

 非支配株主に係る四半期包括利益 3,048 6,912 
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（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） 

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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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年７月１日 至 平成27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) 

 

報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益 
計算書計上額 

(注) 

コンテンツ 
マーケティング
プラットフォー

ム事業 

コンテンツ 
マーケティング
ソリューション

事業 

計 

売上高      

  外部顧客への売上高 877,364 171,518 1,048,883 ― 1,048,883 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 877,364 171,518 1,048,883 ― 1,048,883 

セグメント利益又は損失（△） 79,584 △10,404 69,180 ― 69,180 

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

２ 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。 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年７月１日 至 平成28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) 

 

報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益 
計算書計上額 

(注) 

コンテンツ 
マーケティング
プラットフォー

ム事業 

コンテンツ 
マーケティング
ソリューション

事業 

計 

売上高      

  外部顧客への売上高 877,615 181,007 1,058,622 ― 1,058,622 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 877,615 181,007 1,058,622 ― 1,058,622 

セグメント利益 14,479 12,294 26,773 ― 26,773 

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

２ 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。 
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