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1. 平成29年12月期第1四半期の業績（平成29年1月1日～平成29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 ％

29年12月期第1四半期 1,247 △10.5 151 △24.8 150 △25.3 103 △22.0

28年12月期第1四半期 1,393 ― 201 ― 201 ― 132 ―

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

29年12月期第1四半期 59.51 57.43

28年12月期第1四半期 76.26 73.69

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年12月期第1四半期 3,743 2,262 60.4 1,303.32

28年12月期 3,863 2,318 60.0 1,335.79

（参考）自己資本 29年12月期第1四半期 2,262百万円 28年12月期 2,318百万円

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

28年12月期 0.00 0.00 0.00 92.00 92.00

29年12月期 0.00

29年12月期（予想） 0.00 0.00 94.00 94.00

（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29年12月期の業績予想（平成29年 1月 1日～平成29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 5,000 △5.7 510 0.8 505 0.3 323 1.2 186.11

（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） 29年12月期1Q 1,868,839 株 28年12月期 1,868,839 株

② 期末自己株式数 29年12月期1Q 133,174 株 28年12月期 133,374 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期1Q 1,735,514 株 28年12月期1Q 1,735,503 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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。当社は、平成29年４月27日に
機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する決算説明会資料は、当社ホームページに掲載する予定です。
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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

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、内閣府公表の月例経済報告によれば、一部に景気改善の遅れがみられ

るものの、緩やかな回復基調が続いております。ただし、将来的な社会保険料等の負担増に対する生活防衛意識の高ま

りによって、消費の下押しが続いており、個人消費に力強さはみられません。

　このような環境のもと、当社ではメディア事業において、ＥＣ連携機能の強化、アドネットワークの最適化や、アフ

ィリエイト広告の掲載強化など、媒体の収益化を進めて参りました。その結果、ユーザーあたりの単価の高いＥＣメデ

ィア事業が堅調に推移したものの、相対的に単価の低いソーシャルメディア事業においてはユーザー数の伸び悩みもあ

って前年同期を下回る結果となりました。

　その結果、当第１四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は1,247百万円（前年同期比10.5%減）、営業利

益は151百万円（前年同期比24.8%減）、経常利益は150百万円（前年同期比25.3%減）、四半期純利益は103百万円（前年

同期比22.0%減）となりました。

セグメント別の業績については、以下のとおりであります。

① メディア事業

ＥＣメディアにおいては、サービスのスマートフォン対応をさらに進めた結果、スマートフォン会員が大幅に増加し

てアプリダウンロード数が増加しました。ＰＣ会員が増加する中でもそれを上回るスマートフォン会員の増加によって、

スマートフォン会員の比率が総会員の35%を超えました。また、ＥＣ連携強化の取り組みをした結果、ポイントタウンを

経由した大手ＥＣ市場の購買額が増加しております。ソーシャルメディアにおいては、ＰＶ数、ユーザー数が減少した

ものの、ユーザーあたり広告単価は上昇しました。

この結果、当第１四半期累計期間におけるメディア事業の売上高は988百万円（前年同期比2.2%減）、営業利益は136

百万円（前年同期比16.5%減）となりました。

② その他メディア支援事業

自社媒体向けに構築したアフェリエイト広告ネットワークを活用し、蓄積したノウハウを利活用して外部のメディア

媒体や広告主に対してネットワークビジネスとして展開しています。アフィリエイト事業の広告主数やメディア数は堅

調に推移しましたが、アドネットワークの導入支援事業で取引先の減少があり、売上が減少しました。

その結果、当第１四半期累計期間におけるその他メディア支援事業の売上高は259百万円（前年同期比32.3%減）、営

業利益は14百万円（前年同期比61.0%減）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3,743百万円（前事業年度末比120百万円減）となりました。これは、納税

等のため、関係会社預け金が150百万円減少したことによるものであります。

　負債は1,480百万円（同64百万円減）となりました。これは、買掛金が45百万円、ポイント引当金17百万円、増加した

ものの、未払法人税等が109百万円減少したことによるものであります。

　純資産は2,262百万円（同56百万円減）となりました。これは、主に剰余金の配当により159百万円減少したものの、

四半期純利益を103百万円を計上したこと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29年12月期につきましては、概ね予想とおりに推移しており、平成29年２月３日に発表いたしました業績予想

を変更しておりません。
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 772,143 802,925

関係会社預け金 1,600,000 1,450,000

売掛金 889,403 879,400

貯蔵品 22,025 29,445

その他 234,155 230,434

貸倒引当金 △539 △242

流動資産合計 3,517,187 3,391,964

固定資産

有形固定資産 213,711 204,145

無形固定資産 44,352 60,537

投資その他の資産 88,057 86,384

固定資産合計 346,121 351,067

資産合計 3,863,309 3,743,032

負債の部

流動負債

買掛金 300,176 345,459

未払金 245,351 239,613

未払法人税等 163,935 54,465

ポイント引当金 452,466 469,667

その他 236,933 234,368

流動負債合計 1,398,862 1,343,574

固定負債

資産除去債務 12,417 12,466

その他 133,806 124,859

固定負債合計 146,224 137,326

負債合計 1,545,087 1,480,900

純資産の部

株主資本

資本金 761,977 761,977

資本剰余金 836,279 836,474

利益剰余金 776,684 720,314

自己株式 △56,719 △56,634

株主資本合計 2,318,222 2,262,132

純資産合計 2,318,222 2,262,132

負債純資産合計 3,863,309 3,743,032
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 1,393,742 1,247,830

売上原価 838,266 789,573

売上総利益 555,476 458,257

販売費及び一般管理費 354,382 306,968

営業利益 201,093 151,288

営業外収益

受取利息 46 117

助成金収入 1,000 －

その他 0 －

営業外収益合計 1,046 117

営業外費用

支払利息 842 1,078

その他 117 5

営業外費用合計 960 1,083

経常利益 201,180 150,322

税引前四半期純利益 201,180 150,322

法人税、住民税及び事業税 71,268 47,896

法人税等調整額 △2,443 △866

法人税等合計 68,825 47,029

四半期純利益 132,354 103,292
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（３）四半期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。

（セグメント情報等）

前第１四半期累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31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

メディア事業 その他メディア支援事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,010,400 383,341 1,393,742

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 1,010,400 383,341 1,393,742

セグメント利益 163,843 37,250 201,093

(注) １．セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．セグメント利益には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。

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１四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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

メディア事業 その他メディア支援事業 計

売上高

外部顧客への売上高 988,148 259,682 1,247,830

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 988,148 259,682 1,247,830

セグメント利益 136,747 14,541 151,288

(注) １．セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．セグメント利益には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。

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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