
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益」を算定しております。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   ２．平成26年３月期の第２四半期末及び期末の配当につきましては、現時点では未定としております。 

   ３．当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。平成25年３月期につ

いては当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。  

  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  24,776  11.7  275  △53.3  283  △53.2  17  △90.9

25年３月期第１四半期  22,187  24.4  588  83.5  605  80.4  192  83.7

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 194百万円 （ ％） △25.6   25年３月期第１四半期 261百万円 （ ％） 7.2

  
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 

26年３月期第１四半期  0.36  0.32

25年３月期第１四半期  3.96  3.90

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  30,238  16,215  36.7

25年３月期  31,344  16,472  36.0

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 11,099百万円   25年３月期 11,298百万円 

  
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 
25年３月期  －  0.00  －  600.00  600.00

26年３月期  －         
26年３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   

  （％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） 
 

～  
49,730
50,515

 
～  
13.0
14.8

 
～  
583
758

 
～  
△27.0
△5.1

 
～  
601
781

 
～  
△28.7
△7.3

 
～  
180
234

 
～  
△33.0
△12.9

 
～  
3.71
4.82

通期  －  －  －  －  －  －  －  －  －

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有   



※  注記事項 

新規 ― 社  （社名） ―  、除外 ― 社  （社名） ―  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首 

   に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。  
  

※  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、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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 （１）平成26年３月期における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を勘案し、開示が可能となった時点

で必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。  

 （２）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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあ

たっての注意事項等については，添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 

（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 

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 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 53,442,300株 25年３月期 53,442,300株 

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 4,887,940株 25年３月期 4,887,800株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 48,554,479株 25年３月期１Ｑ 48,555,409株 
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間の日本経済は、金融緩和や各種経済対策の効果もあって国内需要が徐々に持ち直し、

海外経済も穏やかな回復に向かっていることから、足元は底堅く推移しています。広告市場においても、経済産業

省『特定サービス産業動態統計調査（平成25年５月分速報値）』によりますと、平成25年４月から５月まで２ヶ月

連続で売上高合計が前年同月比プラスの伸びで推移しております。また当社グループが属するインターネット広告

市場も広告出稿需要が堅調に推移し、平成24年11月以降、前年を上回る成長を維持しています。 

  このような環境の下、当社グループは、既存事業の売上げ拡大に注力した結果、当第１四半期連結累計期間の売

上高は 千円（前年同期比 ％増）となりましたが、成長が見込める領域における新商品開発や事業拡

大のための投資を進めたため販売費及び一般管理費が増加し、営業利益は 千円（前年同期比 %減）、経

常利益は 千円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は 千円（前年同期比 ％減）となりまし

た。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ、

千円の減少となりました。主な要因といたしましては、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものでありま

す。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。主な要因と

いたしましては、買掛金及び未払法人税等が減少したこと等によるものであります。 

 純資産につきましては、主に配当金の支払いにより利益剰余金が減少したため、前連結会計年度末に比べ

千円減少し、 千円となりました。   

  

②キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 千円を計上したほか、売上債権の減

少 千円及び仕入債務の減少 千円、法人税等の支払 千円等により、 千円の

増加（前年同期は 千円の減少）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出 千円、定期預金の払戻による収

入 千円、無形固定資産の取得による支出 千円等により、 千円の減少（前年同期は

千円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入 千円、配当金の支払 千円等により

千円の増加（前年同期は 千円の減少）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、 千円（前連結会計年度末

千円）となりました。営業活動及び財務活動において収入が超過となったため、前連結会計年度末に比

べ、 千円の増加となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

24,776,781 11.7

275,076 53.3

283,603 53.2 17,554 90.9

30,238,951 1,105,803

848,777 14,023,177

257,026 16,215,774

302,216

1,880,336 △1,065,949 △486,254 594,724

424,666

△2,600,000

2,034,555 △202,442 829,260

1,442,484

800,000 △291,530

491,385 405,250

6,745,906

6,595,701

150,205



   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社グループが属するインターネット広告関連業界は、事業環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、通

期の業績見通しについて信頼性の高い数値を算出することは、極めて困難であります。 

 当社グループの収益・費用の予想にあたっては、経営上の指標としているインターネット広告業界の平均的な伸

び率等が重要な前提条件となっておりますが、インターネットを取り巻く環境の変化は激しく、それら指標の伸び

率・変動率について一定の条件を設けることが困難であるため、四半期ごとに行っている業績発表に併せて翌四半

期連結累計期間の業績見通しのみをレンジ形式により公表いたします。実際の業績が、公表された業績予想のレン

ジに対し大きく異なる可能性がありますが、その場合には、適時開示のルールに従い、開示が可能となった時点

で、速やかに業績予想の修正を公表いたします。 

   

平成26年３月期 第２四半期連結累計期間業績見通し(平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

 連結売上高  百万円 ～ 百万円 

 連結営業利益 百万円 ～  百万円 

 連結経常利益 百万円 ～  百万円 

 連結四半期純利益 百万円 ～  百万円 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

49,730 50,515

583 758

601 781

180 234

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,138,811 9,353,891 

受取手形及び売掛金 13,627,949 11,711,139 

有価証券 501,014 1,014 

営業投資有価証券 681,463 772,357 

その他 1,918,238 2,259,246 

貸倒引当金 △7,741 △3,516 

流動資産合計 24,859,737 24,094,134 

固定資産   

有形固定資産 844,695 806,464 

無形固定資産   

のれん 697,162 643,561 

ソフトウエア 728,950 674,488 

ソフトウエア仮勘定 178,707 162,881 

その他 28,311 28,251 

無形固定資産合計 1,633,131 1,509,183 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,768,719 2,744,384 

差入保証金 913,386 835,420 

その他 345,697 264,358 

貸倒引当金 △20,612 △14,993 

投資その他の資産合計 4,007,191 3,829,169 

固定資産合計 6,485,018 6,144,817 

資産合計 31,344,755 30,238,951 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,753,799 9,687,849 

短期借入金 295,000 1,050,000 

1年内返済予定の長期借入金 155,628 102,737 

1年内償還予定の社債 30,600 － 

未払金 808,888 911,063 

未払法人税等 608,678 326,881 

賞与引当金 374,844 116,734 

役員賞与引当金 25,200 31,950 

その他 958,972 1,148,681 

流動負債合計 14,011,611 13,375,896 

固定負債   

社債 59,400 － 

長期借入金 410,794 260,000 

退職給付引当金 268,873 266,810 

その他 121,276 120,470 

固定負債合計 860,343 647,280 

負債合計 14,871,954 14,023,177 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,031,837 4,031,837 

資本剰余金 3,184,465 3,184,465 

利益剰余金 5,441,672 5,167,870 

自己株式 △1,628,474 △1,628,534 

株主資本合計 11,029,500 10,755,639 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 194,102 198,834 

為替換算調整勘定 74,442 144,941 

その他の包括利益累計額合計 268,545 343,776 

新株予約権 242,771 224,951 

少数株主持分 4,931,983 4,891,406 

純資産合計 16,472,800 16,215,774 

負債純資産合計 31,344,755 30,238,951 



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 22,187,230 24,776,781 

売上原価 18,646,746 21,505,246 

売上総利益 3,540,484 3,271,535 

販売費及び一般管理費 2,951,941 2,996,459 

営業利益 588,542 275,076 

営業外収益   

受取利息 2,113 1,873 

受取配当金 8,616 3,085 

持分法による投資利益 17,583 － 

保険解約返戻金 － 14,791 

その他 6,608 7,448 

営業外収益合計 34,921 27,199 

営業外費用   

支払利息 4,140 1,716 

支払手数料 5,279 － 

持分法による投資損失 － 8,324 

為替差損 6,755 2,142 

保険解約損 － 6,350 

その他 1,807 137 

営業外費用合計 17,983 18,671 

経常利益 605,481 283,603 

特別利益   

投資有価証券売却益 14,095 － 

新株予約権戻入益 5,816 － 

持分変動利益 264 16,056 

資産除去債務戻入益 － 8,000 

特別利益合計 20,175 24,056 

特別損失   

事務所移転費用 4,470 5,059 

解約違約金 24,912 － 

その他 2,516 384 

特別損失合計 31,900 5,443 

税金等調整前四半期純利益 593,756 302,216 

法人税、住民税及び事業税 255,478 230,294 

法人税等調整額 27,456 3,225 

法人税等合計 282,935 233,519 

少数株主損益調整前四半期純利益 310,821 68,696 

少数株主利益 118,659 51,142 

四半期純利益 192,162 17,554 



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 310,821 68,696 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83,142 32,457 

繰延ヘッジ損益 10,872 － 

為替換算調整勘定 22,859 56,795 

持分法適用会社に対する持分相当額 － 36,411 

その他の包括利益合計 △49,410 125,664 

四半期包括利益 261,411 194,361 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 149,124 92,785 

少数株主に係る四半期包括利益 112,287 101,576 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 593,756 302,216 

減価償却費 155,737 137,559 

のれん償却額 55,865 53,601 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,989 △134 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,963 △2,063 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,023 △3,292 

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,595 △258,110 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,250 6,750 

預り金の増減額（△は減少） 97,009 139,152 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △13,796 179 

受取利息及び受取配当金 △10,730 △4,959 

支払利息 4,140 1,716 

持分法による投資損益（△は益） △17,583 8,324 

固定資産除売却損益（△は益） 923 204 

新株予約権戻入益 △5,816 － 

持分変動損益（△は益） 1,030 △16,056 

売上債権の増減額（△は増加） 1,589,297 1,880,336 

前渡金の増減額（△は増加） △116,824 △270,313 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,671 △3,037 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △352 △17,780 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,260,389 △1,065,949 

未払金の増減額（△は減少） △170,357 219,998 

未払消費税等の増減額（△は減少） 67,453 89,077 

その他 112,022 △126,869 

小計 58,868 1,070,549 

利息及び配当金の受取額 13,637 12,491 

利息の支払額 △3,960 △2,061 

法人税等の支払額 △493,212 △486,254 

営業活動によるキャッシュ・フロー △424,666 594,724 



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,800,000 △2,600,000 

定期預金の払戻による収入 1,050,000 2,034,555 

有形固定資産の取得による支出 △458,284 △68,694 

有形固定資産の売却による収入 123 － 

無形固定資産の取得による支出 △168,570 △202,442 

投資有価証券の取得による支出 △104,841 △9,895 

投資有価証券の売却及び償還による収入 47,520 － 

差入保証金の支払による支出 － △10,589 

差入保証金の回収による収入 67,459 22,901 

長期貸付けによる支出 － △1,400 

貸付金の回収による収入 4,267 340 

関係会社株式の取得による支出 △71,828 △19,762 

保険積立金の積立による支出 △8,329 △3,952 

保険積立金の解約による収入 － 30,638 

その他 － △958 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,442,484 △829,260 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,332 800,000 

長期借入金の返済による支出 △37,002 △34,784 

少数株主からの払込みによる収入 － 3,400 

ストックオプションの行使による収入 1,026 69,318 

配当金の支払額 △294,072 △291,530 

少数株主への配当金の支払額 △71,044 △52,360 

その他 △826 △2,657 

財務活動によるキャッシュ・フロー △405,250 491,385 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,851 50,820 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,268,550 307,671 

現金及び現金同等物の期首残高 9,573,605 6,595,701 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △157,465 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,305,054 6,745,906 



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

（新株予約権の発行） 

 当社は、平成25年６月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取

締役及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとして発行することを決議した新株予約権を以下のとおり付

与いたしました。  

 １．新株予約権の発行日         平成25年７月19日  

 ２．新株予約権の数           743個 

 ３．新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

 ４．新株予約権の目的となる株式の数   74,300株 

 ５．新株予約権の発行価額        円 

 ６．新株予約権の行使時の払込金額    １円  

 ７．新株予約権の行使の条件  

（１）取締役である新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」としま

す。）から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで）に限り、新株予約権を行使することが

できるものとします。 

（２）執行役員である新株予約権者は、当社の従業員の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」としま

す。）から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日まで）に限り、新株予約権を行使することが

できるものとします。 

（３）上記（１）及び（２）にかかわらず、新株予約権者が平成54年７月19日に至るまでに当社の取締役の地位を喪

失した日の翌日または当社の従業員の地位を喪失した日のいずれか早い日を迎えなかった場合には、平成54年

７月20日から平成55年７月19日の期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。 

（４）上記（１）及び（２）にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社と

なる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不

要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場

合）、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。 

その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定める

ところによります。   

 ８．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。  
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