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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）22年３月期第２四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載し
ておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 2,171 17.3 57 265.3 56 285.3 85 ―
22年3月期第2四半期 1,850 △20.2 15 ― 14 ― △46 ―

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2四半期 3,013.82 3,002.44
22年3月期第2四半期 △1,657.46 ―

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2四半期 1,607 914 56.8 32,367.05
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2四半期  913百万円 22年3月期  827百万円

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  
 

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 4,248 6.9 170 48.0 167 38.1 164 188.1 5,820.62



(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 

（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） 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 29,560株 22年3月期  29,560株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  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2Q 28,217株 22年3月期2Q 28,217株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間において、わが国の経済は、政府の経済対策や海外経済の回復傾向等に伴い、景気の持ち直し

基調が見られますが、欧米での金融経済の景気変動リスクは引き続き存在するため、緩やかな回復で推移しました。そ

れに伴い当社の既存顧客の広告宣伝費も回復傾向にあり、その結果当社も既存顧客からの売上が回復しました。 

 また、当社が属するインターネット業界では、iPhoneやAndroidなどに代表されるスマートフォンの普及もあり、ソ

ーシャルメディア（Twitter に代表されるミニブログ、FaceBookやMixiといったインターネット上で様々な人と繋がる

ソーシャルコミュニティなど）が急速に消費者生活に浸透しており、企業のソーシャルメディアを活用したマーケティ

ングへの需要は拡大してきております。 

 このような状況の下、当社は期初に策定した中期経営計画において「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、「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」へ事業転換することを掲げており、それに沿って事業モデルの転換や更なる強化

を図っております。 

 新サービスとして「Facebook ファンページ開設支援サービス」やTwitterのID/パスワードを使い、商品ページにレ

ビューを投稿すると同時にTwitterにつぶやきを投稿し、併せて自動的にコミュニティサイトを生成するASPツールであ

る「ツイっとレビュー」などのソーシャルメディア関連のサービスをリリースし、ソーシャルメディアマーケティング

の支援などの領域へ着々と邁進しております。 

 また、従来の強みであるインターネット・ビジネス運用代行サービスの基盤強化を図るため、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）と資本・業務提携を

行いました。DACグループの持つ顧客基盤や最適なネットソリューションの提供体制を活かすことで、当社既存サービ

スの更なる強化と同時にソーシャルメディアマーケティングサービス領域の強化を図っております。 

  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,171百万円（前年同期比17.3％増）、営業利益は57百万円（前年同

期比265.3%増）、経常利益は56百万円（前年同期比285.3%増）、四半期純利益85百万円（前年同期は四半期純損失46百

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２四半期会計期間末の総資産は1,607百万円（前事業年度末比５百万円の減少）となりました。これは主とし

て、現金及び預金が41百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が70百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債は692百万円（前事業年度末比91百万円の減少）となりました。これは、短期借入

金が25百万円増加したものの、買掛金が102百万円、賞与引当金が19百万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914百万円（前事業年度末比86百万円の増加）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２四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41

百万円増加し、506百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、27百万円（前年同四半期は114百万円の使用）と

なりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益85百万円、売上債権の減少78百万円によるものであり、支出の

主な内訳は、仕入債務の減少102百万円、事業譲渡益28百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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33百万円減）となりま

した。これは有形固定資産の取得、投資有価証券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２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、15百万円（前年同四半期比59百万円減）となりま

した。収入の主な内訳は、短期借入金による収入50百万円によるものであり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済

による支出24百万円によるものです。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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）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  

 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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 506,405 465,038

受取手形及び売掛金 803,786 874,120

仕掛品 51,480 48,572

その他 52,666 16,467

貸倒引当金 △42 △61

流動資産合計 1,414,297 1,404,138

固定資産   

有形固定資産 38,803 42,151

無形固定資産 3,732 16,629

投資その他の資産   

敷金及び保証金 124,622 124,622

その他 25,845 25,014

投資その他の資産合計 150,467 149,637

固定資産合計 193,003 208,418

資産合計 1,607,300 1,612,557

負債の部   

流動負債   

買掛金 349,387 451,397

短期借入金 25,100 －

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 143,002 137,085

未払法人税等 4,628 5,352

賞与引当金 51,036 70,906

その他 45,180 28,024

流動負債合計 634,344 708,775

固定負債   

長期借入金 42,648 50,652

リース資産減損勘定 8,390 15,640

その他 7,219 9,122

固定負債合計 58,257 75,414

負債合計 692,602 784,189
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 △214,703 △299,744

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 912,894 827,853

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 406 16

評価・換算差額等合計 406 16

新株予約権 1,397 497

純資産合計 914,698 828,367

負債純資産合計 1,607,300 1,612,557
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,850,832 2,171,942

売上原価 1,545,086 1,805,931

売上総利益 305,746 366,010

販売費及び一般管理費 290,075 308,771

営業利益 15,670 57,239

営業外収益   

受取利息 83 104

受取配当金 96 192

受取手数料 － 247

受取保険金 120 －

その他 5 97

営業外収益合計 305 641

営業外費用   

支払利息 547 1,054

支払手数料 120 －

過年度消費税等 423 －

その他 179 160

営業外費用合計 1,269 1,215

経常利益 14,706 56,665

特別利益   

事業譲渡益 － 28,942

貸倒引当金戻入額 1,467 19

特別利益合計 1,467 28,962

特別損失   

固定資産除却損 26,413 －

本社移転損失 28,544 －

特別退職金 6,840 －

特別損失合計 61,797 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △45,623 85,628

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,145

法人税等還付税額 － △558

法人税等合計 1,145 587

四半期純利益又は四半期純損失（△） △46,768 85,041
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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
（△）

△45,623 85,628

減価償却費 6,311 8,975

株式報酬費用 － 899

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） △31,088 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,467 △19

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,271 △19,869

受取利息及び受取配当金 △180 △296

支払利息 547 1,054

固定資産除却損 26,413 －

事業譲渡損益（△は益） － △28,942

特別退職金 6,840 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,168 78,069

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,978 △2,908

その他の流動資産の増減額（△は増加） 29,381 1,826

仕入債務の増減額（△は減少） △125,852 △102,010

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,370 7,159

小計 △104,471 29,565

利息及び配当金の受取額 180 296

利息の支払額 △2,268 △903

特別退職金の支払額 △4,980 －

法人税等の支払額 △3,159 △2,099

法人税等の還付額 － 558

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,699 27,417

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 △625 △617

敷金及び保証金の差入による支出 △34,622 －

その他の収入 360 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,288 △1,303

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

短期借入金の返済による支出 － △24,900

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 △5,336 △8,004

リース債務の返済による支出 － △1,843

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,664 15,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,323 41,366

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 304,127 506,405
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

（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
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