
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無  
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（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,057  21.3  27 －  26 －  26 － 

22年３月期第１四半期  871  △21.3  △15 －  △15 －  △17 － 

  
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 

23年３月期第１四半期  936  77 933 73

22年３月期第１四半期  △622  74 －

  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 

23年３月期第１四半期  1,525  855  56.0  30,289  15

22年３月期  1,612  828  51.3  29,339  40

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期     854百万円 22年３月期 827百万円

  
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 

22年３月期 －     0.00 －        0.00       0.00 

23年３月期 －   

23年３月期（予想）       0.00 －        0.00       0.00 

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  2,063  11.5  54  246.3  53  261.7  51 －  1,821  36

通期  4,248  6.9  170  48.0  167  38.1  164  188.1  5,820  62



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

     （注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

 （注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に 

    係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。  

  

（３）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財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記に記載した業績予想数値は、現時点で当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は今後様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 29,560株 22年３月期 29,560株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,343株 22年３月期 1,343株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 28,217株 22年３月期１Ｑ 28,217株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間において、わが国の経済は、海外経済の回復傾向等に伴い、緩やかに景気の持ち直し基調

が見られ、欧米での金融経済の景気変動リスクも存在はするものの、企業における雇用や設備投資にも緩やかに回

復傾向の見通しが見受けられます。また、当社が属するインターネット業界では、近年、消費者におけるメディア

選別や購買行動の多様化等から、インターネットを用いたマーケティングの重要性は益々高まっております。特

に、twitter に代表されるミニブログ等のソーシャルメディアや、iPhone やAndroid に代表されるスマートフォン

は、急速に消費者の生活に浸透しており、企業によるマーケティングへの活用も拡大しつつあります。 

このような状況の下、当社は2010年４月に2011年３月期～2013年３月期の中期経営計画を策定し、事業コンセプ

トを従来の「企業のネットマーケティングを総合的に支援するインタラクティブ・エージェンシー」から改め、

「ソーシャルメディア時代をリードし、クライアントと共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー」に転

換することを今後３カ年の方針として掲げました。 

その新しい事業コンセプトに従い、従来からの強みであるインターネット・ビジネス運営代行に加え、ソーシャ

ルコミュニティのプロデュースや運営代行、スマートフォン向けのマーケティング企画の提供等を重点領域として

強化することを推進しております。また、当社がソーシャルメディア時代をリードするネットビジネスパートナー

として、クライアント企業に提供する品質の基準を「メンバーズ・クオリティ」として定義し、メンバーズ・クオ

リティを当社が提供するすべてのサービスに適用することで、サービス品質向上にも取り組んでおります。 

  

 以上の結果、当第１半期累計期間の売上高は1,057百万円（前年同期比21.3％増）、営業利益は27百万円（前年同

四半期は営業損失15百万円）、経常利益は26百万円（前年同四半期は経常損失15百万円）、四半期純利益26百万円

（前年同四半期は四半期純損失17百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

   ① 純資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

 当第１四半期会計期間末の総資産は1,525百万円（前事業年度末比86百万円の減少）となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債は670百万円（前事業年度末比114百万円の減少）となりました。これは、短期借入

金が50百万円増加したものの、買掛金が138百万円、賞与引当金が46百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

 純資産につきましては855百万円（前事業年度末比27百万円の増加）となりました。これは主として、四半期純 

利益によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前事業年度末に比べて６

百万円減少し、458百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、50百万円（前年同四半期５百万円増）となりまし

た。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益27百万円、売上債権の減少72百万円によるものであり、支出の主な内訳

は、賞与引当金の減少46百万円及び仕入債務の減少138百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1百万円（前年同四半期比10百万円減）となりま

した。これは主として、有形固定資産の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、45百万円（前年同四半期比33百万円減）となりま

した。これは、主として短期借入金の増加によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

       平成22年５月14日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ・会計処理基準に関する事項の変更  

資産除去債務に関する会計基準の適用  

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 なお、これにより、損益に与える影響はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 458,705 465,038

受取手形及び売掛金 801,311 874,120

仕掛品 48,218 48,572

その他 12,443 16,467

貸倒引当金 △40 △61

流動資産合計 1,320,638 1,404,138

固定資産   

有形固定資産 40,168 42,151

無形固定資産 14,641 16,629

投資その他の資産   

敷金及び保証金 124,622 124,622

その他 25,614 25,014

投資その他の資産合計 150,237 149,637

固定資産合計 205,046 208,418

資産合計 1,525,685 1,612,557

負債の部   

流動負債   

買掛金 313,203 451,397

短期借入金 50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 16,008 16,008

未払金及び未払費用 143,419 137,085

未払法人税等 2,071 5,352

賞与引当金 24,024 70,906

その他 54,500 28,024

流動負債合計 603,226 708,775

固定負債   

長期借入金 46,650 50,652

リース資産減損勘定 12,015 15,640

その他 8,174 9,122

固定負債合計 66,839 75,414

負債合計 670,066 784,189
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △273,311 △299,744

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 854,286 827,853

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 382 16

評価・換算差額等合計 382 16

新株予約権 949 497

純資産合計 855,618 828,367

負債純資産合計 1,525,685 1,612,557
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 871,423 1,057,212

売上原価 738,127 878,838

売上総利益 133,296 178,374

販売費及び一般管理費 148,364 151,300

営業利益又は営業損失（△） △15,068 27,074

営業外収益   

受取配当金 96 192

受取手数料 － 147

受取保険金 120 －

過年度消費税等 － 97

雑収入 0 －

営業外収益合計 217 437

営業外費用   

支払利息 147 447

支払手数料 120 －

過年度消費税等 423 －

雑損失 85 －

その他 － 79

営業外費用合計 776 527

経常利益又は経常損失（△） △15,627 26,983

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,478 21

特別利益合計 1,478 21

特別損失   

本社移転損失引当金繰入額 2,850 －

特別損失合計 2,850 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △16,999 27,005

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等合計 572 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,571 26,432
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△16,999 27,005

減価償却費 2,687 4,432

株式報酬費用 － 452

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） △4,049 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,478 △21

賞与引当金の増減額（△は減少） △33,291 △46,882

受取配当金 △96 △192

支払利息 147 447

売上債権の増減額（△は増加） 183,417 72,886

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,568 354

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,862 4,090

仕入債務の増減額（△は減少） △187,615 △138,194

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,978 27,549

小計 △39,826 △48,072

利息及び配当金の受取額 96 192

利息の支払額 △1,961 △426

法人税等の支払額 △3,159 △2,099

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,850 △50,405

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 － △686

無形固定資産の取得による支出 △400 －

投資有価証券の取得による支出 △320 △321

敷金及び保証金の差入による支出 △10,386 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,107 △1,007

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 50,000

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,334 △4,002

リース債務の返済による支出 － △917

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,666 45,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,708 △6,333

現金及び現金同等物の期首残高 379,450 465,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 402,159 458,705
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

当第１四半期会計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

 当社は、2010年７月28日に開催された取締役会において、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式

会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋弘毅 以下、ＤＡＣ）との資本・業務提携を行うことを決議

し、ＤＡＣとの間で資本・業務提携契約を締結いたしました。 

また、ＤＡＣは、当社の既存株主からの株式譲受けにより、当社の主要株主に該当することとなりました。 

  

１．資本提携の内容 

両社の関係をより緊密なものとするため、ＤＡＣは以下の通りメンバーズの株式を取得いたしました。 

  

２．業務提携の内容 

（１）ＤＡＣおよびメンバーズは、以下のサービスに関し、ＤＡＣグループおよびメンバーズのもつノウハウを

相互に活かし、共同で取り組む範囲の拡大および協業の推進を行います。 

  ①ネットビジネス運営代行サービス 

  ②ソーシャルコミュニティ運営代行サービス 

  ③スマートフォンを利用したマーケティングソリューション 

（２）上記以外にも、メンバーズと、インターネットマーケティングにおいて様々な事業を展開するＤＡＣグル

ープとの間で、相互に人材交流やサービスを補完する等、連携の拡大を図ります。 

  

３．提携の相手先及び新たに主要株主に該当することとなる株主の概要  

（2010年５月31日現在） 

  

４．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

（１）取得株式数 普通株式 5,588株 （議決権割合 19.8％） 

（２）取得日  2010年７月29日（木） 

（１） 商号 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 

（２） 代表者 代表取締役社長 矢嶋 弘毅 

（３） 所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 

（４） 設立年月日 1996年12月２日 

（５） 主な事業内容 インターネットメディアレップ事業等 

（６） 資本金 4,031,837千円 

（７） 発行済株式数 534,423株 

  
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合※ 
大株主順位 

異動前 

（2010年７月28日現在） 
― ― ― 

異動後 
5,588個 

（5,588株） 
19.8％ 第２位 
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