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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第３四半期の業績（平成29年１月１日～平成29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 ％

29年12月期第３四半期 2,086 △6.2 63 － 64 － 39 －

28年12月期第３四半期 2,225 △13.4 △6 － △8 － △27 －
　

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３四半期 37.04 －

28年12月期第３四半期 △25.44 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年12月期第３四半期 1,428 884 61.9

28年12月期 1,231 846 68.7
(参考) 自己資本 29年12月期第３四半期 884百万円 28年12月期 846百万円
　

　

　

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 0.00 0.00

29年12月期 0.00 0.00 0.00

29年12月期(予想) 30.43 30.43
(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、対前期増減率)

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

通期 3,000 4.6 110 228.2 108 270.5 65 763.0 61.25
(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) 29年12月期３Ｑ 1,100,620株 28年12月期 1,100,620株

② 期末自己株式数 29年12月期３Ｑ 39,430株 28年12月期 39,400株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期３Ｑ 1,061,193株 28年12月期３Ｑ 1,074,697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11月２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
定であります。
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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３四半期累計期間（平成29年１月１日～平成29年９月30日）における我が国経済は、政府の経済政策を背景に、

設備投資の増加や雇用・所得環境は改善しており、北朝鮮情勢をめぐる地政学リスク等はあるものの、企業収益は緩や

かに回復基調が続いております。

　当社の事業領域であるインターネット分野におきましては、主にスマートフォンの普及によりインターネットの利用

シーンは増加し、平成29年３月末のスマートフォン普及率は69.7％（※1）へ拡大、また、平成29年のスマートフォン広

告市場は、前年比124％と堅調な成長を遂げ、8,010億円（※2）になることが見込まれております。

※1 内閣府経済社会総合研究所調査

※2 D2C/サイバー・コミュニケーションズ調査

　このような事業環境のもと、当社は創業事業であるアドテク事業において事業基盤の再強化を図るとともに、O2O

（Online to Offline／インターネット上から実店舗での購買行動を促す施策）事業を第二の収益基盤とし、事業シナジ

ーの創出を目指し、積極的に経営資源を集中してまいりました。

　以上により、当第３四半期累計期間における業績は、売上高2,086,789千円（前年同期比6.2％減）、営業利益63,416

千円（前年同期は6,169千円の営業損失）、経常利益64,264千円（前年同期は8,098千円の経常損失）、四半期純利益は

39,308千円（前年同期は27,335千円の四半期純損失）となりました。

　セグメント別の営業概況は次のとおりであります。

　アドテク事業は組織再編を行い、従来の商材構成の抜本的な見直しと再強化および広告運用等組織の配置転換に注力

した結果、売上高は前期をやや下回ったが、営業利益は前期を上回り推移いたしました。

　この結果、アドテク事業の経営成績につきましては、売上高は1,863,886千円（前年同期比11.5％減）、営業利益は

100,482千円（前年同期比54.4％増）となりました。

　O2O事業は、アプリ集客プラットフォームの業界標準を目指して機能強化を図る一方、大規模飲食チェーン店様を中心

として顧客基盤が拡大し、累計導入店舗数は3,700店に増え市場シェアを伸ばした一方で、開発案件の時期のずれや中途

採用の遅延がありました。

　この結果、O2O事業の経営成績につきましては、売上高は222,902千円（前年同期比86.2％増）、営業損失は 37,065千

円（前年同期は71,233千円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期累計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ197,034千円増加し、1,428,593千円となりました。

主な変動要因は、売掛金が187,483千円増加（前事業年度末比53.3％増）したことによるものであります。

（負債）

　当第３四半期累計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ158,396千円増加し、543,739千円となりました。

主な変動要因は、買掛金が102,483千円増加（前事業年度末比45.7％増）したことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期累計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ38,637千円増加し、884,854千円となりました。

主な変動要因は四半期純利益39,308千円の計上があっ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月期の業績予想につきましては、平成29年２月３日付の「平成28年12月期 決算短信」で公表しました通期

の業績予想から変更ありません。

　なお、業績予想は現時点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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２．四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３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 455,820 407,611

売掛金 351,857 539,340

未収還付法人税等 60,930 －

関係会社預け金 200,000 300,000

その他 25,402 41,312

貸倒引当金 △3,012 △2,514

流動資産合計 1,090,998 1,285,749

固定資産

有形固定資産 9,868 7,787

無形固定資産 556 206

投資その他の資産

投資有価証券 79,426 78,324

関係会社株式 － 1,000

その他 50,708 55,525

投資その他の資産合計 130,135 134,850

固定資産合計 140,560 142,844

資産合計 1,231,559 1,428,593

負債の部

流動負債

買掛金 224,177 326,660

未払金 87,495 105,073

未払法人税等 － 29,870

その他 71,469 79,911

流動負債合計 383,142 541,516

固定負債

資産除去債務 2,199 2,222

固定負債合計 2,199 2,222

負債合計 385,342 543,739

純資産の部

株主資本

資本金 277,663 277,663

資本剰余金 267,663 267,663

利益剰余金 401,047 440,355

自己株式 △99,995 △100,074

株主資本合計 846,378 885,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △161 △751

評価・換算差額等合計 △161 △751

純資産合計 846,216 884,854

負債純資産合計 1,231,559 1,428,593
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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28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 2,225,812 2,086,789

売上原価 1,754,319 1,566,847

売上総利益 471,492 519,941

販売費及び一般管理費 477,662 456,524

営業利益又は営業損失（△） △6,169 63,416

営業外収益

受取利息 310 245

為替差益 － 78

雑収入 － 677

営業外収益合計 310 1,001

営業外費用

為替差損 1,255 －

投資有価証券運用損 － △86

雑損失 － 240

支払手数料 983 －

営業外費用合計 2,239 153

経常利益又は経常損失（△） △8,098 64,264

特別損失

投資有価証券評価損 12,889 346

特別損失合計 12,889 346

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △20,988 63,917

法人税、住民税及び事業税 496 26,042

法人税等調整額 5,851 △1,432

法人税等合計 6,347 24,609

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,335 39,308
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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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自 平成28年１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

アドテク事業 O2O事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,106,116 119,695 2,225,812

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

－ － －

計 2,106,116 119,695 2,225,812

セグメント利益
又は損失(△)

65,063 △71,233 △6,169

その他の項目

　減価償却費 5,580 948 6,529

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

２．セグメント利益又は損失（△）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。

３．セグメント資産及び負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配

分決定及び業績評価の検討対象となっていないため記載しておりません。

４．報告セグメントに対して特定の資産は配分しておりませんが、減価償却費は配分しております。

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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当第３四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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

アドテク事業 O2O事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,863,886 222,902 2,086,789

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

- - -

計 1,863,886 222,902 2,086,789

セグメント利益
又は損失(△)

100,482 △37,065 63,416

その他の項目

　減価償却費 1,684 745 2,430

（注）１．セグメント利益又は損失（△）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．セグメント利益又は損失（△）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。

３．セグメント資産及び負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配

分決定及び業績評価の検討対象となっていないため記載しておりません。

４．報告セグメントに対して特定の資産は配分しておりませんが、減価償却費は配分しております。

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。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

前事業年度において今後の事業展開を鑑みて組織変更を行い経営管理区分を見直した結果、前第３四半期

会計期間より報告セグメントを従来の「スマートフォンアフィリエイトASP事業」及び「PC・モバイル集客支

援事業」は「アドテク事業」に、従来の「スマートフォンアプリCMS ASP事業」は「O2O事業」に変更してお

ります。

　 なお、前第３四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載してお

　ります。
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