
  

１．平成24年９月期第３四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （アナリスト・期間投資家向け）

  （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 ％

24年９月期第３四半期  8,820  26.7  423  52.3  419  43.1  173 △54.5

23年９月期第３四半期  6,961  20.4  278  89.9  293  92.7  382  661.4

（注）包括利益 24年９月期第３四半期 167百万円（ ％） △56.0   23年９月期第３四半期 381百万円 （ ％） －

  
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９月期第３四半期  5,210.44  5,164.48

23年９月期第３四半期  11,753.81  11,463.84

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年９月期第３四半期  4,105  2,259  55.0

23年９月期  3,598  2,103  58.2

（参考）自己資本 24年９月期第３四半期 2,256百万円   23年９月期 2,094百万円 

  
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 
23年９月期  － 0.00 － 650.00  650.00

24年９月期  － 0.00 －   

24年９月期（予想）     －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

    平成24年９月期の配当予定額については未定です。

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期  11,765  24.3  510  40.7  507  36.1  221  △49.3  6,588.36

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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） 24年９月期３Ｑ 34,464株 23年９月期 33,852株

②  期末自己株式数 24年９月期３Ｑ 920株 23年９月期 920株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期３Ｑ 33,365株 23年９月期３Ｑ 32,531株

 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財務諸表のレビュー手続が完了しており

ます。

 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.２「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。
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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の経済状況は、海外経済の減速感が強まるなか、復興関連需要などか

ら堅調に推移し緩やかな持ち直しが見られました。 

 こうした経済状況の中、当社グループが事業展開を行うインターネット広告およびメディアサービスにおいて

は、多機能デバイスに適合された広告サービスに対して、広告主の需要が高まりつつあり、新たな市場成長の動き

が期待されます。一方で、ソーシャルゲームの「コンプガチャ機能」に対する規制などから、今後の成長への影響

が懸念されるなか、海外市場への進出や新たなプラットフォームの展開など、今後も更なる成長が期待されており

ます。 

 当社グループは、アフィリエイト運営およびメディア運営の両事業において、新たな広告サービスのリリースや

既存サービスの拡大、メディア運営の開発環境の強化および収益拡大に注力をいたしました。また、当社グループ

の成長戦略の１つである、海外市場への展開として、中国上海市に当社100％子会社の、現地法人を設立いたしま

した。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,820,381千円（前年同四半期比26.7％増加）、営業利益

は423,589千円（前年同四半期比52.3％増加）、経常利益は419,975千円（前年同四半期比43.15％増加）、四半期

純利益は173,846千円（前年同四半期比54.5％減少）となりました。 

    

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ、507,540千円増加し4,105,981千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が376,435千円増加となったことと売掛金が258,777千円増加したことによるもの

であります。 

  

(負債) 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ、351,602千円増加し1,846,818千円となりまし

た。これは主に、買掛金が302,247千円増加したことによるものであります。 

  

(純資産) 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ、155,938千円増加し2,259,162千円となりま

した。これは主に、資本金が14,395千円増加となったことと利益剰余金が147,608千円増加したことによるもので

あります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループは、最近の業績の動向等を踏まえ、平成24年８月３日付「平成24年９月期 連結業績予想の修正に

関するお知らせ」にて開示させていただいたとおり、平成24年９月期通期連結業績予想を修正いたしました。 

 具体的には当第３四半期累計期間において、当社の主軸事業であるアフィリエイト運営事業が、「金融・保

険」、「コンテンツ」のジャンルを中心に順調に推移したことで、平成24年９月期通期業績においては、売上高お

よび営業利益ともに当初の想定を上回る見込みです。 

 以上の結果、平成24年９月期通期の売上高は11,765,000千円、営業利益510,000千円、経常利益507,000千円、当

期純利益221,000千円となる見込みです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,624,302 2,000,738

売掛金 1,118,651 1,377,428

その他 150,051 54,526

貸倒引当金 △5,245 △6,330

流動資産合計 2,887,760 3,426,364

固定資産   

有形固定資産 74,764 87,479

無形固定資産   

のれん 41,967 62,402

その他 228,503 288,548

無形固定資産合計 270,471 350,951

投資その他の資産 365,443 241,185

固定資産合計 710,679 679,616

資産合計 3,598,440 4,105,981

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,225,414 1,527,661

未払法人税等 6,170 50,402

賞与引当金 74,542 41,625

その他 156,399 188,339

流動負債合計 1,462,526 1,808,028

固定負債   

その他 32,690 38,790

固定負債合計 32,690 38,790

負債合計 1,495,216 1,846,818

純資産の部   

株主資本   

資本金 956,980 971,375

資本剰余金 725,000 725,000

利益剰余金 512,691 660,300

自己株式 △99,959 △99,959

株主資本合計 2,094,712 2,256,716

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 11

その他の包括利益累計額合計 － 11

少数株主持分 8,511 2,434

純資産合計 2,103,223 2,259,162

負債純資産合計 3,598,440 4,105,981
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,961,222 8,820,381

売上原価 5,375,869 6,938,795

売上総利益 1,585,352 1,881,586

販売費及び一般管理費 1,307,144 1,457,997

営業利益 278,207 423,589

営業外収益   

受取利息 199 169

持分法による投資利益 10,680 －

助成金収入 － 905

その他 5,992 600

営業外収益合計 16,872 1,675

営業外費用   

支払利息 1,634 0

持分法による投資損失 － 5,099

その他 5 188

営業外費用合計 1,639 5,288

経常利益 293,440 419,975

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,077

子会社株式売却益 738 －

特別利益合計 738 2,077

特別損失   

固定資産除却損 331 14,142

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,142 －

特別損失合計 4,473 14,142

税金等調整前四半期純利益 289,704 407,910

法人税、住民税及び事業税 3,025 45,273

法人税等調整額 △94,651 194,867

法人税等合計 △91,626 240,140

少数株主損益調整前四半期純利益 381,331 167,769

少数株主損失（△） △1,033 △6,076

四半期純利益 382,365 173,846
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 381,331 167,769

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 11

その他の包括利益合計 － 11

四半期包括利益 381,331 167,781

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 382,365 173,858

少数株主に係る四半期包括利益 △1,033 △6,076
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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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