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（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 ％

25年12月期第２四半期 5,630 26.0 638 56.4 738 49.7 476 69.9

24年12月期第２四半期 4,469 21.9 408 5.0 493 19.0 280 40.5

（注）包括利益 25年12月期第２四半期 479百万円 （ ％）70.7 24年12月期第２四半期 280百万円 （ ％）44.6

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

25年12月期第２四半期 28.75 28.68

24年12月期第２四半期 14.60 14.56

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益」を算定しております。

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

25年12月期第２四半期 7,795 4,531 58.0 272.83

24年12月期 7,236 4,149 57.3 250.47

（参考）自己資本 25年12月期第２四半期 4,520百万円 24年12月期 4,149百万円

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。

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

24年12月期 － 450.00 － 650.00 1,100.00

25年12月期 － 600.00

25年12月期（予想） － 6.50 －

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

２．平成24年12月期期末配当金の内訳 普通配当 550円00銭 記念配当 100円00銭

３．当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割（第一株式分割）を行っております。ま

た、平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割（第二株式分割）を行う予定であります。平成25年

12月期第２四半期末配当については、第一株式分割及び第二株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

４．平成25年12月期期末配当予想については、第一株式分割及び第二株式分割後の実際の配当金の額を記載してお

ります。



※  注記事項

（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

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31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 11,700 23.1 1,340 48.1 1,530 44.7 1,000 59.9 30.18

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

２．当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。また、平成25年10月

１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行う予定であります。連結業績予想の「１株当たり当期純利益」に

つきましては、当該株式分割後の発行済株式数（自己株式数を除く）により算定しております。

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期２Ｑ 19,336,000株 24年12月期 19,332,000株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 2,767,000株 24年12月期 2,767,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 16,566,768株 24年12月期２Ｑ 19,204,200株

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

（将来に関する記述等についてのご注意）

１．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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。また、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．３「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。

２．平成25年12月期の連結業績予想に記載の１株当たり当期純利益の計算の基礎となる期中平均株式数につきまして

は、平成25年７月31日までの新株予約権の行使による増加株式数を反映させて算出しております。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

当社は、平成25年８月８日（木）に機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。

当日使用する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、アベノミクスによる昨年からの株高・円安を受けて消費者

マインドが大幅に改善し、個人消費が増加するなど景況感の改善がみられます。

こうした状況の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、 千円（前年同四半期比 ％増）とな

り、増収を確保しました。営業利益は、 千円（前年同四半期比 ％増）となり、経常利益は、持分法に

よる投資利益計上により 千円（前年同四半期比 ％増）となりました。その結果、四半期純利益は、

千円（前年同四半期比 ％増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①アフィリエイトマーケティングサービス事業

当第２四半期連結累計期間におきましては、主に金融及び旅行分野の成果報酬型広告出稿が堅調であったた

め、セグメント売上高は 千円（前年同四半期比 ％増）、セグメント利益は 千円（前年同

四半期比 ％増）となりました。

②ストアマッチサービス事業

当第２四半期連結累計期間におきましては、マルチデバイス経由の売上最大化に向け掲載企画を進行中であ

りますが、デバイス環境の変化が早く、一時的に売上が減少いたしました。セグメント売上高は 千円

（前年同四半期比 ％減）、セグメント利益は 千円（前年同四半期比 ％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

１．資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増加

いたしました。

流動資産は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増加いたしました。これは、主に売

掛金が 千円、現金及び預金が 千円増加したことによるものです。

固定資産は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増加いたしました。これは、主に投

資有価証券が 千円増加したことによるものです。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増加

いたしました。

流動負債は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増加いたしました。これは、主に買

掛金が 千円増加したことによるものです。

固定負債は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円減少いたしました。これは、主に長期

預り保証金が 千円減少したことによるものです。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は 千円となり、前連結会計年度末と比べて 千円増

加いたしました。これは、主に利益剰余金が剰余金の配当により 千円減少したものの、四半期純利益の

計上により 千円増加したことによるものです。

１．当四半期決算に関する定性的情報

5,630,207 26.0

638,530 56.4

738,534 49.7

476,360 69.9

5,083,829 33.3 792,279

39.8

546,377

16.5 34,979 41.9

7,795,761 559,421

6,759,649 378,844

201,525 159,541

1,036,112 180,576

151,361

3,264,694 177,382

3,121,195 189,035

219,886

143,499 11,652

10,899

4,531,066 382,038

107,672

476,360

バリューコマース株式会社(2491)　平成25年12月期　第2四半期決算短信

- 2 -



２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は 千円と

なり、前連結会計年度末と比べて 千円増加いたしました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は 千円（前年同四半期は 千円の獲得）となりました。これは、主

に税金等調整前四半期純利益が 千円であり、プラス要因として、仕入債務の増加額が 千円であっ

た一方で、マイナス要因として、法人税等の支払額が 千円、売上債権の増加が 千円、未収入金の

増加が 千円であったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使用）となりました。これは、有

形固定資産及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ 千円、 千円、投資有価証券の取得による

支出が 千円であったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使用）となりました。これは、主

に配当金の支払額が 千円であったことによるものです。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年７月24日において、平成25年12月期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、同日

公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

また、平成25年８月７日において、平成25年12月期の期末配当予想を修正しております。詳細につきまして

は、同日公表の「期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

4,286,027

159,541

434,275 189,738

738,534 219,886

240,237 201,395

46,430

170,167 46,116

16,257 70,767

83,142

104,763 279,589

107,043

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24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,126,485 4,286,027

売掛金 1,306,455 1,507,980

繰延税金資産 77,071 47,258

未収入金 830,799 877,230

その他 42,306 42,957

貸倒引当金 △2,313 △1,805

流動資産合計 6,380,804 6,759,649

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 46,524 42,667

工具、器具及び備品（純額） 49,411 49,973

リース資産（純額） 6,436 5,674

建設仮勘定 － 722

有形固定資産合計 102,371 99,038

無形固定資産

ソフトウエア 165,584 245,820

ソフトウエア仮勘定 82,036 38,122

その他 1,172 1,172

無形固定資産合計 248,793 285,115

投資その他の資産

投資有価証券 331,049 482,410

繰延税金資産 67,801 64,022

その他 105,649 105,525

貸倒引当金 △130 △0

投資その他の資産合計 504,370 651,957

固定資産合計 855,535 1,036,112

資産合計 7,236,339 7,795,761
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,097,330 1,317,217

未払金 1,425,089 1,394,031

未払法人税等 239,324 231,100

その他 170,415 178,846

流動負債合計 2,932,160 3,121,195

固定負債

長期預り保証金 148,282 137,382

その他 6,868 6,116

固定負債合計 155,151 143,499

負債合計 3,087,311 3,264,694

純資産の部

株主資本

資本金 1,728,116 1,728,216

資本剰余金 1,083,648 1,083,748

利益剰余金 2,226,820 2,595,508

自己株式 △889,481 △889,481

株主資本合計 4,149,104 4,517,992

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 2,885

為替換算調整勘定 △76 △294

その他の包括利益累計額合計 △76 2,590

新株予約権 － 10,483

純資産合計 4,149,028 4,531,066

負債純資産合計 7,236,339 7,795,761
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 4,469,446 5,630,207

売上原価 2,788,163 3,759,590

売上総利益 1,681,283 1,870,616

販売費及び一般管理費 1,272,953 1,232,086

営業利益 408,330 638,530

営業外収益

持分法による投資利益 67,248 110,251

その他 18,328 4,484

営業外収益合計 85,576 114,736

営業外費用

自己株式取得費用 231 －

投資事業組合運用損 － 14,187

その他 313 543

営業外費用合計 545 14,731

経常利益 493,361 738,534

特別損失

開発拠点閉鎖費用 53,715 －

その他 1,204 －

特別損失合計 54,919 －

税金等調整前四半期純利益 438,442 738,534

法人税、住民税及び事業税 141,022 230,569

法人税等調整額 17,061 31,604

法人税等合計 158,083 262,174

少数株主損益調整前四半期純利益 280,358 476,360

四半期純利益 280,358 476,360

少数株主損益調整前四半期純利益 280,358 476,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 2,885

為替換算調整勘定 206 △218

その他の包括利益合計 206 2,666

四半期包括利益 280,564 479,027

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 280,564 479,027

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 438,442 738,534

減価償却費 57,856 50,791

株式報酬費用 － 7,651

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 △638

受取利息 △384 △378

支払利息 162 135

為替差損益（△は益） △41 △196

持分法による投資損益（△は益） △67,248 △110,251

子会社整理損 1,204 －

開発拠点閉鎖費用 53,715 －

投資事業組合運用損益（△は益） － 14,187

売上債権の増減額（△は増加） △113,499 △201,395

仕入債務の増減額（△は減少） 24,525 219,886

未収入金の増減額（△は増加） △13,864 △46,430

未払金の増減額（△は減少） 36,817 △28,734

預り金の増減額（△は減少） 3,563 △19,796

預り保証金の増減額（△は減少） △13,760 △10,899

その他 59,818 29,306

小計 467,257 641,769

利息及び配当金の受取額 25,384 32,878

利息の支払額 △162 △135

法人税等の支払額 △243,362 △240,237

開発拠点閉鎖費用の支払額 △59,378 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 189,738 434,275

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 △3,997 △16,257

無形固定資産の取得による支出 △42,032 △70,767

投資有価証券の取得による支出 － △83,142

貸付金の回収による収入 1,081 －

子会社の清算による支出 △1,168 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,116 △170,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 200 200

自己株式の取得による支出 △139,443 －

配当金の支払額 △139,954 △107,043

その他 △391 2,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,589 △104,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 41 196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,925 159,541

現金及び現金同等物の期首残高 4,487,898 4,126,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,351,973 4,286,027
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変更）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

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

（６）セグメント情報等

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額

（注）２

アフィリエイト

マーケティング

サービス事業

ストアマッチ

サービス事業
計

売上高

外部顧客への売上高 3,815,050 654,396 4,469,446 － 4,469,446

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 3,815,050 654,396 4,469,446 － 4,469,446

セグメント利益 566,779 60,233 627,013 △218,683 408,330

△218,683
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Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変更）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損益

及び包括利益計

算書計上額

（注）２

アフィリエイト

マーケティング

サービス事業

ストアマッチ

サービス事業
計

売上高

外部顧客への売上高 5,083,829 546,377 5,630,207 － 5,630,207

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 5,083,829 546,377 5,630,207 － 5,630,207

セグメント利益 792,279 34,979 827,258 △188,728 638,530

△188,728
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