
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
(注) 当社は、平成24年５月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年５月期第３四半期

の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期第３四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成25年２月28日）

（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５月期第３四半期 836 6.5 100 △21.5 101 △20.9 54 △22.3
24年５月期第３四半期 785 ― 127 ― 128 ― 70 ―

(注) 包括利益 25年５月期第３四半期 58百万円(△17.3％) 24年５月期第３四半期 70百万円(―％)

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

25年５月期第３四半期 10.65 10.16
24年５月期第３四半期 14.80 13.10

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第３四半期 1,497 1,141 74.7
24年５月期 1,402 1,073 76.5

(参考) 自己資本 25年５月期第３四半期 1,118百万円 24年５月期 1,072百万円

２．配当の状況

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５月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年５月期 ― 0.00 ―

25年５月期(予想) 1.00 1.00

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５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 1,122 6.4 103 △25.8 106 △23.7 54 △21.1 10.69

ASBJ



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

  

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。業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 １社（社名）ブランネットワークス株式会社、除外 ―社

(注)詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」(1)当四半期連結累計期間

における重要な子会社の異動をご覧ください。

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年５月期３Ｑ 5,136,500株 24年５月期 5,134,000株

② 期末自己株式数 25年５月期３Ｑ 34株 24年５月期 34株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期３Ｑ 5,136,310株 24年５月期３Ｑ 4,757,247株

※ 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
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による緩やかな持ち直し

の傾向や新政権の経済対策への期待に伴う円安・株高基調への転換はあったものの、欧州の債務問題や

新興国における景気減速もあり、先行き不透明な状況にありました。 

このような経済情勢のもと、当社グループは、当社グループが運営するポータルサイトの充実ととも

に、新規事業である人材キャリア事業等の拡大に取り組みました。 

また、平成24年11月にはブランネットワークス株式会社を買収し、当該子会社において歯科のBtoB事

業を開始いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は836,420千円(前年同四半期比6.5％増)、営業利益

は100,234千円(前年同四半期比21.5％減)、経常利益は101,332千円(前年同四半期比20.9％減)、四半期

純利益は54,684千円(前年同四半期比22.3％減)となりました。 

なお、セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

ポータルサイト運営事業においては、「インプラントネット」、「矯正歯科ネット」、「審美歯科

ネット」等のコンテンツの充実やトラフィックの向上、スマートフォン版のサービスの販売に努めま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は421,986千円(前年同四半期比4.2％増)、セグ

メント利益は270,517千円(前年同四半期比3.3％増)となりました。 

  

ＳＥＭ事業においては、当社グループが運営するポータルサイトのクライアントを中心にＳＥＯサ

ービス及びリスティング広告運用代行サービスの販売に努めました。この結果、当第３四半期連結累

計期間の売上高は223,393千円(前年同四半期比17.7％減)、セグメント利益は9,835千円(前年同四半

期比70.0％減)となりました。 

  

その他の事業においては、事業者向けホームページ制作・メンテナンス、広告販売代理、人材キャ

リア、インプラント保証及びリサーチ・コンベンション運営受託等を行っておりますが、人材キャリ

ア及びインプラント保証の新規事業において先行投資を行いました。この結果、当第３四半期連結累

計期間の売上高は191,039千円(前年同四半期比75.5％増)、セグメント損失は10,439千円(前年同四半

期はセグメント損失332千円)となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

① ポータルサイト運営事業

② ＳＥＭ事業

③ その他

日本メディカルネットコミュニケーションズ㈱(3645)平成25年５月第３四半期決算短信

― 2 ―



  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ94,665千円増加し、

1,497,412千円(前連結会計年度末比6.7％増)となりました。 

資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ37,769千円増加

し、1,267,331千円(前連結会計年度末比3.1％増)となりました。これは、主に売掛金の増加によ

るものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ56,896千円増加

し、230,081千円(前連結会計年度末比32.9％増)となりました。これは、主に子会社の新規連結

に伴うのれんの増加によるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ26,545千円増加し、

355,453千円(前連結会計年度末比8.1％増)となりました。これは、主に未払法人税等の増加、子会

社の新規連結に伴う社債の増加によるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ68,120千円増加し、

1,141,959千円(前連結会計年度末比6.3％増)となりました。これは、主に四半期純利益の計上によ

る利益剰余金の増加、子会社の新規連結に伴う少数株主持分の増加によるものであります。 

  

平成25年５月期通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、本日公表いたしまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産の部

(流動資産)

(固定資産)

② 負債の部

③ 純資産の部

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第２四半期連結会計期間において、ブランネットワークス株式会社の株式を取得し子会社化したた

め、連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 850,200 824,037

売掛金 151,202 203,711

前払費用 178,771 168,380

その他 56,757 82,785

貸倒引当金 △7,368 △11,582

流動資産合計 1,229,562 1,267,331

固定資産

有形固定資産 17,068 15,043

無形固定資産

のれん 71,328 136,926

その他 37,304 31,847

無形固定資産合計 108,632 168,773

投資その他の資産

その他 57,197 56,219

貸倒引当金 △9,714 △9,954

投資その他の資産合計 47,483 46,264

固定資産合計 173,185 230,081

資産合計 1,402,747 1,497,412

負債の部

流動負債

買掛金 7,126 17,242

前受金 219,336 217,576

未払法人税等 135 25,522

賞与引当金 － 9,265

ポイント引当金 － 432

その他 94,877 67,408

流動負債合計 321,474 337,447

固定負債

社債 － 10,000

インプラント保証引当金 7,432 7,787

その他 － 218

固定負債合計 7,432 18,005

負債合計 328,907 355,453
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 283,956 284,088

資本剰余金 258,956 259,088

利益剰余金 530,682 575,099

自己株式 △34 △34

株主資本合計 1,073,561 1,118,242

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △613 394

その他の包括利益累計額合計 △613 394

新株予約権 891 891

少数株主持分 － 22,430

純資産合計 1,073,839 1,141,959

負債純資産合計 1,402,747 1,497,412
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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23年６月１日
至 平成24年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成25年２月28日)

売上高 785,354 836,420

売上原価 388,741 406,723

売上総利益 396,612 429,696

販売費及び一般管理費 268,936 329,461

営業利益 127,676 100,234

営業外収益

受取利息 148 339

その他 366 914

営業外収益合計 514 1,253

営業外費用

支払利息 0 －

社債利息 － 125

固定資産除却損 18 31

営業外費用合計 18 156

経常利益 128,172 101,332

特別利益

投資有価証券売却益 － 2,412

特別利益合計 － 2,412

税金等調整前四半期純利益 128,172 103,744

法人税、住民税及び事業税 50,386 52,672

法人税等調整額 7,374 △5,983

法人税等合計 57,760 46,689

少数株主損益調整前四半期純利益 70,412 57,055

少数株主利益 － 2,370

四半期純利益 70,412 54,684
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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23年６月１日
至 平成24年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成25年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 70,412 57,055

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △188 1,007

その他の包括利益合計 △188 1,007

四半期包括利益 70,223 58,063

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 70,223 55,692

少数株主に係る四半期包括利益 － 2,370
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29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 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事業者向けホームページ制作・メ

ンテナンス事業、販売代理事業及びインプラント保証事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．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 

  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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ポータルサイト

運営事業
ＳＥＭ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 405,146 271,358 676,504 108,849 785,354

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 405,146 271,358 676,504 108,849 785,354

セグメント利益又は損失(△) 261,780 32,738 294,519 △332 294,186

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 294,519

「その他」の区分の利益又は損失(△) △332

セグメント間取引消去 585

全社費用(注) △167,096

四半期連結損益計算書の営業利益 127,676
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28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 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事業者向けホームページ制作・メ

ンテナンス事業、販売代理事業、人材キャリア事業、インプラント保証事業及びリサーチ・コンベンション運

営受託事業等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３．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 

  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。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ポータルサイト

運営事業
ＳＥＭ事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 421,986 223,393 645,380 191,039 836,420

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 636 636

計 421,986 223,393 645,380 191,675 837,056

セグメント利益又は損失(△) 270,517 9,835 280,352 △10,439 269,913

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 280,352

「その他」の区分の利益又は損失(△) △10,439

全社費用(注) △169,678

四半期連結損益計算書の営業利益 100,234

（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
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