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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日）

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴
い、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を算定しています。

(2) 連結財政状態

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しています。これに伴
い、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株当たり純資産を算定しています。

(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3四半期 2,783 △20.2 376 153.8 403 143.9 153 45.7
25年3月期第3四半期 3,487 △11.7 148 △69.1 165 △66.4 105 △60.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 154百万円 （45.5％） 25年3月期第3四半期 105百万円 （△60.6％）

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3四半期 12.50 ―
25年3月期第3四半期 8.38 8.38

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

26年3月期第3四半期 6,737 5,086 75.5 415.12
25年3月期 6,992 5,524 79.0 437.25
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,086百万円 25年3月期 5,524百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割し、１単元の株式の数を100株とする単元株式制度を採用してお

ります。なお、平成25年３月期の期末配当金については当該株式分割が行われる前の金額を記載しております。

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 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 7.50 7.50

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）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
平成25年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、１株当たり当期純利益については、当連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
連結業績予想の修正については、本日（平成26年１月27日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 3,665 △17.5 470 137.4 500 131.5 210 114.3 17.15



(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

(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10月１日を効力発生日として普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式数について
は、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
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

※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、実際

の業績等は様々な原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２ページ「当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 12,665,600 株 25年3月期 12,634,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 419,400 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,295,149 株 25年3月期3Q 12,634,000 株
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（１）経営成績に関する説明

①運営サイトの変更について

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、従前広告事業で運営をしておりました自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」は、平成25年６月６日

付でヤフー株式会社の運営していた「Yahoo! 自動車」と統合、「carview!」としてリニューアルし、ヤフー株式

会社のドメイン（carview.yahoo.co.jp）上での展開を開始しました。

平成25年６月６日以降の事業の種類及び活動は以下の通りであります。

（セグメント及び事業内容）

②当期の経営成績

当第３四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2,783,989千円（前年同四半期比20.2％

減）、営業利益は376,833千円（前年同四半期比153.8％増）、経常利益403,009千円（前年同四半期比143.9％

増）、四半期純利益は153,702千円（前年同四半期比45.7％増）となりました。売上高については、国内事業にお

いて中古車査定仲介サービスの利用ユーザーの集客活動を抑制したことにより、前年同四半期比で減少いたしま

した。営業利益及び経常利益は国内事業の収益改善と広告事業及び海外事業の収益拡大により回復して

おります。なお、当社大阪支社閉鎖及び子会社であるCARVIEW KENYA LIMITEDのオフィス移転に係る費用等の計上

により、特別損失106,861千円の計上をしております。

セグメントの業績は以下の通りであります。

なお、当連結会計年度の第２四半期累計期間より、より戦略的・機動的な経営資源の活用と効率的な事業運営

体制の構築を目的に組織変更を行いました。この変更に伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握すべ

く、各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております。なお、前年同四半期実績についても変更後の測定

方法に基づいて計算した上で、増減を記載しております。

（国内事業）

国内事業は、主要サービスである「中古車査定仲介サービス」に関する媒体間の競争激化も継続していること

をふまえ、集客活動を抑制し、利益の確保とともに配信情報の質の向上に努めました。当第３四半期連結累計期

間における同サービス利用者数は124千人（前年同四半期比50.6％減）となり、紹介事業者の新規獲得とカバーエ

リアの拡大促進活動が奏功したものの売上高は減少しました。その一方で、利用ユーザーを獲得するコストの効率

化により、利益は改善しました。

その結果、売上高は738,859千円（前年同四半期比55.7％減）、セグメント利益は96,558千円（前年同四半期

は16,845千円のセグメント損失の計上）と改善しました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業区分 事業内容

国内事業
国内の自動車流通に関わる広告掲載サービス及びそれらに付随して提供されるサービス

・「中古車査定仲介サービス」における情報提供

広告事業
自動車総合ウェブサイト「carview!」の運営と広告の企画・制作・販売

・各種インターネット広告

ＳＮＳ事業

自動車関連ＳＮＳ「みんなのカーライフ（みんカラ）」の運営と広告の企画・制作・販売

・自動車関連事業者向けブログ等の提供「みんカラ＋（プラス）」

・その他の各種インターネット広告

海外事業

中古車輸出入支援ウェブサイト「tradecarview.com」の運営と広告の企画・制作・販売及

び輸出入に関する各種サポートサービス

・トレードカービュー車両掲載サービス

・収納代行サービス「PayTrade」

・中古車輸出手続きに関するコンサルティング



（広告事業）

広告事業は、当社の自動車総合ウェブサイト「carview.co.jp」を平成25年６月６日付でヤフー株式会社が運

営していた「Yahoo! 自動車」と統合し、「carview!」としてリニューアルし、ヤフー株式会社のドメイン

（carview.yahoo.co.jp）上で展開を開始しました。これに伴い営業力の強化、広告枠の増加及び商品の拡充が実

現し、収益基盤が拡大しました。これにより、売上高は367,820千円（前年同四半期比17.6％増）、セグメント利

益は121,101千円（前年同四半期比158.2％増）となりました。

（ＳＮＳ事業）

ＳＮＳ事業は、ヤフー株式会社との連携により、広告枠や集客チャネルが増加し収入基盤が拡大しました。一

方で、主力サービスである「みんカラ＋（プラス）」の利用事業者数が伸び悩んだことが影響し、売上高は

494,779千円（前年同四半期比4.6％減）、セグメント利益は11,993千円（前年同四半期比34.6％減）となりまし

た。

（海外事業）

海外事業は、収納代行サービス「PayTrade」が引き続き売上高の増加に寄与しました。その結果、売上高は

1,195,392千円（前年同四半期比12.3％増）、セグメント利益は395,105千円（前年同四半期比26.2％増）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、5,591,773千円(前

年同四半期比197,570千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、554,872千円(前年同四半期比387,710千円増)となりました。これは、主に税金

等調整前四半期純利益296,148千円及び減価償却費135,328千円、減損損失30,009千円、支社閉鎖損失52,510千円の

計上によるものであります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、46,352千円(前年同四半期比211,542千円減)となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出32,054千円、無形固定資産の取得による支出58,145千円、差入保証金の差入による支出

10,291千円、差入保証金の回収による収入51,744千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、594,551千円(前年同四半期比500,076千円増)となりました。これは、自己株式

の取得による支出513,372千円及び配当金の支払による支出94,588千円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

業績予想につきましては、平成25年４月25日に「平成25年３月期決算短信」で公表をしました通期業績予想を修

正しました。詳細につきましては、本日、公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

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

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。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,665,216 5,591,773

売掛金 323,364 367,908

仕掛品 4,501 2,166

前払費用 146,134 75,195

繰延税金資産 71,857 45,567

その他 56,350 69,324

貸倒引当金 △35,708 △23,812

流動資産合計 6,231,715 6,128,125

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 80,514 44,218

工具、器具及び備品（純額） 164,445 115,160

その他（純額） 2,089 1,638

有形固定資産合計 247,050 161,018

無形固定資産

商標権 35,951 32,490

ソフトウエア 305,618 281,318

その他 6,900 7,325

無形固定資産合計 348,470 321,135

投資その他の資産

繰延税金資産 33,085 36,278

差入保証金 131,796 90,950

投資その他の資産合計 164,881 127,229

固定資産合計 760,402 609,382

資産合計 6,992,117 6,737,507



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 92,058 73,636

未払金 213,965 179,478

未払費用 85,489 41,493

未払法人税等 17,191 73,482

未払消費税等 － 43,137

賞与引当金 － 49,000

役員賞与引当金 － 35,000

預り金 933,415 1,037,657

その他 86,734 87,184

流動負債合計 1,428,855 1,620,070

固定負債

資産除去債務 39,085 30,467

固定負債合計 39,085 30,467

負債合計 1,467,940 1,650,538

純資産の部

株主資本

資本金 1,572,741 1,577,757

資本剰余金 1,708,903 1,713,919

利益剰余金 2,240,643 2,299,591

自己株式 － △509,944

株主資本合計 5,522,288 5,081,324

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 1,889 2,269

その他の包括利益累計額合計 1,889 2,269

新株予約権 － 3,375

純資産合計 5,524,177 5,086,969

負債純資産合計 6,992,117 6,737,507



（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３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 3,487,892 2,783,989

売上原価 1,543,948 595,961

売上総利益 1,943,943 2,188,027

販売費及び一般管理費 1,795,486 1,811,193

営業利益 148,457 376,833

営業外収益

受取利息 4,015 3,195

為替差益 4,295 14,418

その他 8,492 12,058

営業外収益合計 16,803 29,672

営業外費用

自己株式取得費用 － 3,427

その他 － 68

営業外費用合計 － 3,496

経常利益 165,261 403,009

特別損失

固定資産売却損 377 8,293

固定資産除却損 － 14,369

減損損失 － 30,009

支社閉鎖損失 － 52,510

その他 － 1,678

特別損失合計 377 106,861

税金等調整前四半期純利益 164,884 296,148

法人税、住民税及び事業税 27,074 119,348

法人税等調整額 32,325 23,096

法人税等合計 59,400 142,445

少数株主損益調整前四半期純利益 105,483 153,702

四半期純利益 105,483 153,702



（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 105,483 153,702

その他の包括利益

為替換算調整勘定 381 379

その他の包括利益合計 381 379

四半期包括利益 105,865 154,082

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 105,865 154,082



（四半期連結損益計算書）
（第３四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 1,200,525 970,859

売上原価 526,301 200,319

売上総利益 674,223 770,540

販売費及び一般管理費 616,186 616,169

営業利益 58,037 154,371

営業外収益

受取利息 1,296 887

為替差益 5,901 9,160

その他 1,560 4,100

営業外収益合計 8,757 14,148

経常利益 66,795 168,519

特別損失

固定資産売却損 377 3,852

固定資産除却損 － 8,951

その他 － 1,678

特別損失合計 377 14,482

税金等調整前四半期純利益 66,417 154,037

法人税、住民税及び事業税 13,641 51,945

法人税等調整額 18,972 9,936

法人税等合計 32,613 61,881

少数株主損益調整前四半期純利益 33,803 92,155

四半期純利益 33,803 92,155



（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結会計期間）

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 33,803 92,155

その他の包括利益

為替換算調整勘定 381 △1,436

その他の包括利益合計 381 △1,436

四半期包括利益 34,185 90,718

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 34,185 90,718



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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 164,884 296,148

減価償却費 115,925 135,328

減損損失 － 30,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,980 △33,290

賞与引当金の増減額（△は減少） － 49,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 35,000

受取利息及び受取配当金 △4,015 △3,195

為替差損益（△は益） △4,295 △8,388

固定資産売却損益（△は益） 377 8,293

固定資産除却損 － 14,369

支社閉鎖損失 － 52,510

その他の特別損益（△は益） － 1,678

売上債権の増減額（△は増加） 137,890 △23,150

たな卸資産の増減額（△は増加） 835 2,334

未収消費税等の増減額（△は増加） － 17,017

その他の資産の増減額（△は増加） 1,540 44,266

仕入債務の増減額（△は減少） △130,265 △18,421

未払金の増減額（△は減少） 49,697 △32,215

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,200 43,137

預り金の増減額（△は減少） △47,399 102,116

その他の負債の増減額（△は減少） △24,322 △100,006

その他 － 815

小計 208,672 613,356

利息及び配当金の受取額 3,183 2,481

法人税等の支払額 △44,693 △60,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,161 554,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △69,478 △32,054

有形固定資産の売却による収入 － 2,394

無形固定資産の取得による支出 △186,349 △58,145

差入保証金の差入による支出 △2,067 △10,291

差入保証金の回収による収入 － 51,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,895 △46,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 － 10,033

自己株式の取得による支出 － △513,372

配当金の支払額 △94,475 △94,588

新株予約権の発行による収入 － 3,375

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,475 △594,551

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,295 12,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,912 △73,443

現金及び現金同等物の期首残高 5,575,116 5,665,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,394,203 5,591,773



該当事項はありません。

当社は、平成25年４月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を2,097株取得いたしました。この結果、当第

３四半期連結累計期間において、自己株式は509,944千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式は

509,944千円となっております。

なお、当社は平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりま

す。これに伴い、当第３四半期連結会計期間末における自己株式の数は419,400株となっております。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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。

（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）

（セグメント情報等）

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
1,668,785 277,752 511,394 1,029,959 3,487,892

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 35,003 7,388 34,550 76,941

計 1,668,785 312,755 518,783 1,064,509 3,564,834

セグメント利益又は損失（△） △16,845 46,906 18,337 313,085 361,483

利益 金額

報告セグメント計 361,483

全社費用（注） △213,025

四半期連結損益計算書の営業利益 148,457



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３.報告セグメントの変更などに関する事項

（報告セグメントの利益又は損失の算出方法の重要な変更）

第２四半期連結会計期間より組織変更を行ったことに伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握すべ

く、各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高が、それぞれ「国内

事業」で97,891千円増加しており、「海外事業」で97,891千円減少しております。

また、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益においても、それぞれ「国内事業」で58,983千円増加し

ており、「広告事業」で31,947千円、「SNS事業」で46,010千円、「海外事業」で190,012千円減少しておりま

す。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失においても、変更後の測定方法に基づき作成し

たものを開示しております。

４．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

大阪支社閉鎖の決定に伴い、報告セグメントに含まれない全社資産の減損損失を認識するに至りました。な

お、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、30,009千円であります。

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
738,859 359,736 490,000 1,195,392 2,783,989

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 8,084 4,778 － 12,863

計 738,859 367,820 494,779 1,195,392 2,796,852

セグメント利益 96,558 121,101 11,993 395,105 624,758

利益 金額

報告セグメント計 624,758

全社費用（注） △247,924

四半期連結損益計算書の営業利益 376,833



Ⅲ 前第３四半期連結会計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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。

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
464,173 147,555 210,308 378,487 1,200,525

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 12,744 2,963 10,350 26,057

計 464,173 160,299 213,272 388,837 1,226,583

セグメント利益又は損失（△） △28,156 40,655 29,521 105,671 147,692

利益 金額

報告セグメント計 147,692

全社費用（注） △89,654

四半期連結損益計算書の営業利益 58,037



Ⅳ 当第３四半期連結会計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25年12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）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３.報告セグメントの変更などに関する事項

（報告セグメントの利益又は損失の算出方法の重要な変更）

第２四半期連結会計期間より組織変更を行ったことに伴い、各事業セグメントの業績をより的確に把握すべ

く、各事業セグメントの損益の測定方法を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結会計期間の売上高が、それぞれ「国内

事業」で33,534千円増加しており、「海外事業」で33,534千円減少しております。

また、当第３四半期連結会計期間のセグメント利益においても、それぞれ「国内事業」で18,886千円増加し

ており、「広告事業」で12,994千円、「SNS事業」で17,818千円、「海外事業」で67,031千円減少しておりま

す。

なお、前第３四半期連結会計期間のセグメント利益又は損失においても、変更後の測定方法に基づき作成し

たものを開示しております。

４．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。

報告セグメント

合計
国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
250,133 151,186 191,648 377,891 970,859

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 1,616 1,338 － 2,954

計 250,133 152,802 192,986 377,891 973,814

セグメント利益 37,751 68,313 21,568 138,128 265,762

利益 金額

報告セグメント計 265,762

全社費用（注） △111,391

四半期連結損益計算書の営業利益 154,371
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