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(百万円未満切捨て)

１．2020年８月期第１四半期の連結業績（2019年９月１日～2019年11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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年８月期第１四半期 515 － 87 － 90 － 61 －

2019年８月期第１四半期 － － － － － － － －
(注)包括利益 2020年８月期第１四半期 64百万円( －％) 2019年８月期第１四半期 －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

2020年８月期第１四半期 4.08 4.06

2019年８月期第１四半期 － －
　

(注)2019年８月期第４四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2018年８月期第１四半期の数値及び前年
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 ％

2020年８月期第１四半期 3,321 3,055 92.0

2019年８月期 3,251 2,991 92.0
(参考) 自己資本 2020年８月期第１四半期 3,054百万円 2019年８月期 2,990百万円

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

2019年８月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2020年８月期 －

2020年８月期(予想) － － － －
(注)１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

２．2020年８月期の配当予想につきましては、現在未定であります。

３．2020年８月期の連結業績予想（2019年９月１日～2020年８月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 2,047 △6.2 151 △64.5 158 △63.0 100 △51.0 6.62
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） - 、除外 -社（社名） -
　

　

（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) 2020年８月期１Ｑ 15,116,300株 2019年８月期 15,115,400株

② 期末自己株式数 2020年８月期１Ｑ 3,658株 2019年８月期 3,658株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年８月期１Ｑ 15,111,929株 2019年８月期１Ｑ 15,111,892株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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予想等の将来に関する記載につきましては、本資料発表時点で入手可能な情報に基づ
き作成したものであり、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結果となる可能性があります。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、全体としては緩やかな回復

基調を維持しました。その一方で、国内においては消費税引上げの影響が懸念され、世界経済においても通商問題

を巡る緊張や金融市場の変動の影響等により、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

当社グループが事業展開するインターネット広告市場においては、2018年の広告費が１兆7,589億円（前年比

116.5％)と引き続き好調を維持しており（株式会社電通「2018年日本の広告費」（2019年２月））、今後も高い成

長が見込まれております。

このような経営環境のもと、当社グループは「Webマーケティング技術」や「システム開発力」を活かし、店舗情

報口コミサイト「エキテン」を中心にサービスを提供してまいりました。

当第１四半期連結累計期間においては、主力事業である店舗情報口コミサイト「エキテン」において店舗獲得を

進めるために、無料店舗会員の獲得に向けたダイレクト・マーケティングの推進、Webマーケティング施策の実施お

よび各種キャンペーンやセミナー等を行いました。

また、解約件数の抑制を目的とした各種施策（利用方法のアドバイス、コンサルティングの提供等）を実施しま

したが、その効果が出てきており、解約件数は減少しております。その結果、受注については営業体制の再構築に

時間を要しているため伸び悩んでいるものの、有料店舗会員数の減少幅は縮小してまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における「エキテン」の無料店舗会員数は230,990店舗、有料店舗会

員数は20,442店舗（前連結会計年度末比174店舗減少）となりました（販促のための有料掲載サービス利用料金の無

料適用先は、無料店舗会員数に含んでおります）。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、「エキテン」における有料店舗会員数が減少したことを主因

として、売上高は515,885千円となりました。利益につきましては、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの売

上高の減少に伴う売上総利益減少の影響が大きく、営業利益87,721千円、経常利益90,085千円、親会社株主に帰属

する四半期純利益は61,655千円となりました。

なお、当社グループは、システム開発サービスを提供するNitro Tech Asia Inc Co.Ltd.を子会社化して、前連結

会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりません。

（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につきましては、前連結会計年度末に比べ69,846千円増加し、

3,321,268千円となりました。

これは主に、投資その他の資産の減少（前連結会計年度比101,155千円減）等がありましたが、満期保有目的債券

の償還等による現金及び預金の増加（前連結会計年度末比167,600千円増）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につきましては、前連結会計年度末に比べ5,395千円増加し、265,467

千円となりました。

これは主に、流動負債その他の減少（前連結会計年度末比29,997千円減）等がありましたが、賞与引当金の増加

（前連結会計年度末比22,349千円増）、未払法人税等の増加（前連結会計年度末比13,033千円増）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につきましては、前連結会計年度末に比べ64,451千円増加し、

3,055,801千円となりました。

これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加（前連結会計年度末比61,655

千円増）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

連結業績予想につきましては、2019年10月11日の「2019年８月期 決算短信」で公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,999,903 2,167,503

売掛金 118,692 124,424

有価証券 500,007 501,153

仕掛品 78 914

貯蔵品 2,636 2,518

その他 34,638 34,866

貸倒引当金 △8,743 △8,325

流動資産合計 2,647,212 2,823,056

固定資産

有形固定資産 71,121 69,379

無形固定資産

のれん 65,309 63,877

その他 16,294 14,627

無形固定資産合計 81,604 78,504

投資その他の資産 451,483 350,328

固定資産合計 604,209 498,212

資産合計 3,251,422 3,321,268

負債の部

流動負債

未払金 118,695 118,839

未払法人税等 12,085 25,118

賞与引当金 － 22,349

ポイント引当金 1,421 1,282

その他 96,574 66,577

流動負債合計 228,777 234,167

固定負債

資産除去債務 31,294 31,300

固定負債合計 31,294 31,300

負債合計 260,071 265,467

純資産の部

株主資本

資本金 648,092 648,105

資本剰余金 628,092 628,105

利益剰余金 1,714,020 1,775,675

自己株式 △192 △192

株主資本合計 2,990,012 3,051,695

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 － 2,684

その他の包括利益累計額合計 － 2,684

新株予約権 430 430

非支配株主持分 906 990

純資産合計 2,991,350 3,055,801

負債純資産合計 3,251,422 3,321,268
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2019年９月１日
　至 2019年11月30日)

売上高 515,885

売上原価 54,366

売上総利益 461,518

販売費及び一般管理費 373,797

営業利益 87,721

営業外収益

受取利息 414

違約金収入 2,075

その他 1

営業外収益合計 2,490

営業外費用

為替差損 125

営業外費用合計 125

経常利益 90,085

税金等調整前四半期純利益 90,085

法人税、住民税及び事業税 20,011

法人税等調整額 8,354

法人税等合計 28,366

四半期純利益 61,719

非支配株主に帰属する四半期純利益 63

親会社株主に帰属する四半期純利益 61,655
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2019年９月１日
　至 2019年11月30日)

四半期純利益 61,719

その他の包括利益

為替換算調整勘定 2,684

その他の包括利益合計 2,684

四半期包括利益 64,404

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 64,468

非支配株主に係る四半期包括利益 △63
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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。

（セグメント情報等）

当第１四半期連結累計期間(自 2019年９月１日 至 2019年11月30日)

当社グループはインターネットメディア事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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