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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注）23年３月期第３四半期につきましては、単体として開示したため、23年３月期第３四半期は記載しておりません。 
   24年３月期第３四半期の潜在株調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、四半期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 2,054 ― 16 ― 19 ― △76 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △76百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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

24年3月期第3四半期 △568.42 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,493 3,190 91.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,178百万円 23年3月期  ―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  ：  有   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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24年３月期の連結業績予想については、合理的な算定が困難であることから、未定としておりましたが、企業からの広告出稿の見通しに一定の見極めが
可能となりましたので、本資料にて開示いたします。 
 なお、詳細につきましては、添付資料P.１「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」をご覧下さい。 

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 2,700 ― 45 ― 48 ― △48 ― △357.83



(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） 

※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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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P.１「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 

4.  その他

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
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） 24年3月期3Q 134,277 株 23年3月期 134,277 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 135 株 23年3月期 135 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 134,142 株 23年3月期3Q 134,140 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴い穏やかな景気回復の動きが見

られたものの、欧州を中心とした海外経済の減速により円高が長期化したこと等の影響で、先行きの不透明感が強

まりました。 

 このような環境下で当社グループは、運営するインターネット総合情報サイト「All About」の改変によるメデ

ィアの利用価値及び集客力の強化に取り組むと共に、新たな収益力強化のためにメディアサービスを展開する他社

との業務提携や新規サービスの開発等を進めてまいりました。 

 また、当社の重点領域である金融領域において、インターネットだけでない読者接点を獲得するため、2007年４

月より金融情報誌「あるじゃん」を発行してまいりましたが、近年、雑誌市場は継続的な縮小をみせており、今

後、大きな成長が見込めないとの判断にいたるとともに、情報誌事業から成長領域であるインターネットでの情報

展開に経営資源を重点的に投下する必要があるとの判断にいたったため、情報誌事業としての「あるじゃん」を休

止し、インターネット版「あるじゃん」を中心とした事業展開を行っていく決定をいたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円とな

りました。また、本社移転に伴う減損損失及びメディアビジネス関連のソフトウエアの固定資産除却損、金融情報

誌事業撤退に関連する事業撤退損を計上したこと等により、四半期純損失は 百万円となりました。 

 なお、第１四半期連結累計期間より四半期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分析は行っ

ておりません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金 百

万円、有価証券 百万円、受取手形及び売掛金 百万円等であります。 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は 百万円となりました。主な内訳は、本社設備やサーバー等

の有形固定資産 百万円、ソフトウエア等の無形固定資産 百万円、投資有価証券や敷金等の投資その他の資産

百万円であります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となりました。主な内訳は、未払費用 百万円、買

掛金 百万円等であります。 

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となりました。 

なお、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期末との比較分析は行っておりま

せん。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の通期連結業績予想については、合理的な算定が困難であることから、未定としておりました

が、企業からの広告出稿の見通しに一定の見極めが可能となりましたので、以下の通り開示いたします。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,054 16 19

76

3,114 2,133

605 344

378

104 131

142

288 128

65

3,190

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純損失

通期 
百万円 

 2,700

％ 

 －

百万円 

45

％

－

百万円 

 48

％

－

百万円 

 △48

％ 

 －

円 銭

△357.83
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,133,640

受取手形及び売掛金 344,281

有価証券 605,650

未成制作費 11,276

前払費用 10,136

その他 13,632

貸倒引当金 △3,642

流動資産合計 3,114,976

固定資産  

有形固定資産  

建物 46,250

減価償却累計額 △6,367

建物（純額） 39,882

工具、器具及び備品 279,965

減価償却累計額 △216,458

工具、器具及び備品（純額） 63,507

建設仮勘定 1,082

有形固定資産合計 104,472

無形固定資産  

ソフトウエア 118,744

ソフトウエア仮勘定 11,857

その他 1,063

無形固定資産合計 131,665

投資その他の資産  

投資有価証券 67,462

破産更生債権等 30,230

長期前払費用 721

差入保証金 48,865

その他 25,000

貸倒引当金 △30,230

投資その他の資産合計 142,048

固定資産合計 378,186

資産合計 3,493,163
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 65,675

未払金 2,820

未払費用 128,696

未払法人税等 5,933

未払消費税等 5,491

前受金 22,512

預り金 13,508

賞与引当金 11,988

ポイント引当金 2,253

その他 29,156

流動負債合計 288,037

固定負債  

資産除去債務 15,000

固定負債合計 15,000

負債合計 303,037

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,169,675

資本剰余金 1,824,704

利益剰余金 188,650

自己株式 △4,178

株主資本合計 3,178,852

新株予約権 11,273

純資産合計 3,190,125

負債純資産合計 3,493,163
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,054,245

売上原価 391,391

売上総利益 1,662,854

販売費及び一般管理費 1,646,091

営業利益 16,763

営業外収益  

受取利息 2,115

その他 271

営業外収益合計 2,387

経常利益 19,150

特別損失  

固定資産除却損 44,019

投資有価証券評価損 605

減損損失 23,835

本社移転費用 19,171

事業撤退損 4,865

特別損失合計 92,497

税金等調整前四半期純損失（△） △73,347

法人税、住民税及び事業税 2,902

法人税等合計 2,902

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,249

四半期純損失（△） △76,249
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（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,249

その他の包括利益  

その他の包括利益合計 －

四半期包括利益 △76,249

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △76,249

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。  

   

   

該当事項はありません。  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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