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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

 

(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 ％

22年9月期第1四半期 1,808 △2.0 △3 ― △3 ― △17 ―

21年9月期第1四半期 1,846 ― 48 ― 48 ― △10 ―

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

22年9月期第1四半期 △547.90 ―

21年9月期第1四半期 △314.10 ―

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

22年9月期第1四半期 2,693 1,565 58.1 48,314.51
21年9月期 2,981 1,579 53.0 49,065.51

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,565百万円 21年9月期  1,579百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間

4,292 12.3 146 25.5 152 29.4 48 ― 1,506.99

通期 8,882 15.3 345 115.3 357 120.5 165 ― 5,127.18
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連結業績予想に関する定性的情
報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 33,312株 21年9月期  33,102株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  920株 21年9月期  920株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 32,301株 21年9月期第1四半期 32,075株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景況感に一部回復の兆しが見られるものの、依然

として企業収益の悪化、個人消費の減退など、引き続き厳しい状況が続く展開となりました。 

  このような経済状況の中、当社グループが事業展開を行うインターネット広告市場は、引き続き伸長し

ているものの、景気減速等の影響を受け前年よりも成長率が鈍化いたしました。 

  こうした事業環境のもと、当社グループはアフィリエイト運営、メディア運営両事業において一層のサ

ービスの拡充・拡大に努めてまいりましたが、需要の減退による影響を受けて、当第１四半期連結累計期

間の売上高は1,808,538千円（前年同四半期比2.0％減少）、営業損失は3,025千円（前年同四半期は営業

利益48,887千円）、経常損失は3,072千円（前年同四半期は経常利益48,997千円）、四半期純損失は

17,697千円（前年同四半期は四半期純損失10,074千円）となりました。 

  

  

（資産） 

当第１四半期連結累計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が139,783千円減少し

1,226,545千円となったことや、売掛金が117,859千円減少し857,349千円となったことを中心に流動資産

が253,070千円減少の2,178,689千円となり、減価償却等により有形固定資産が3,429千円減少の176,028千

円となったことや繰延税金資産の減少や保証金の回収により投資その他の資産が33,733千円減少したこと

により、固定資産が35,268千円減少の514,441千円となりました。これらの結果、資産の部合計は288,339

千円減少し2,693,130千円となりました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、法人税等の納付等により未払法人税

等が117,505千円減少し2,201千円となったことや買掛金が112,207千円減少し858,795千円を中心に流動負

債が270,616千円減少の1,046,316千円となり、長期借入金の返済等により固定負債が3,700千円減少の

81,810千円となりました。これらの結果、負債の部合計は274,316千円減少の1,128,126千円となりまし

た。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、資本金が3,675千円増加の945,835

千円となったことや、利益剰余金が17,697千円減少し△5,872千円となったことを中心に合計で14,022千

円減少の1,565,003千円となりました。 

  

当社グループの当第１四半期連結会計期間におきましては、業績予想に比して未達の状況となっており

ますが、当社グループでは、今後アフィリエイト運営事業およびメディア運営事業の成長分野に経営資源

を重点的に配備し、広告主（マーチャント）数および提携先（パートナー）の開拓などにより、利益率の

改善を図るとともに差別化を図ってまいります。 

  これらにより、当社グループでは業績の回復を見込んでおり、平成21年11月11日に公表いたしました業

績予想に変更がございません。 

  今後、業績予想に変更が生じた場合は速やかに開示いたします。 

・定性的情報・財務諸表等

1.  連結経営成績に関する定性的情報

2.  連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

4.  その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,226,545 1,366,328

売掛金 857,349 975,209

商品 229 1,854

貯蔵品 1,293 1,417

その他 100,187 94,583

貸倒引当金 △6,916 △7,634

流動資産合計 2,178,689 2,431,759

固定資産   

有形固定資産 176,028 179,458

無形固定資産 125,554 123,659

投資その他の資産 212,858 246,591

固定資産合計 514,441 549,709

資産合計 2,693,130 2,981,469

負債の部   

流動負債   

買掛金 858,795 971,003

短期借入金 21,000 21,000

未払法人税等 2,201 119,706

賞与引当金 39,747 78,018

ポイント引当金 1,280 1,401

その他 123,292 125,802

流動負債合計 1,046,316 1,316,933

固定負債   

長期借入金 60,250 65,500

その他 21,560 20,010

固定負債合計 81,810 85,510

負債合計 1,128,126 1,402,443

純資産の部   

株主資本   

資本金 945,835 942,160

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 △5,872 11,825

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 1,565,003 1,579,026

純資産合計 1,565,003 1,579,026

負債純資産合計 2,693,130 2,981,469
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(2)【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20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,846,033 1,808,538

売上原価 1,384,611 1,403,486

売上総利益 461,421 405,051

販売費及び一般管理費 412,534 408,077

営業利益又は営業損失（△） 48,887 △3,025

営業外収益   

受取利息 46 4

受取配当金 150 －

その他 282 437

営業外収益合計 479 442

営業外費用   

支払利息 369 489

営業外費用合計 369 489

経常利益又は経常損失（△） 48,997 △3,072

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,471

特別利益合計 － 1,471

特別損失   

固定資産除却損 17 0

投資有価証券評価損 20,236 －

特別損失合計 20,253 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

28,743 △1,600

法人税、住民税及び事業税 22,707 632

法人税等調整額 16,111 15,464

法人税等合計 38,818 16,096

四半期純損失（△） △10,074 △17,697
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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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