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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

（注）平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載
していません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成24年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値は記載していません。  

(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3月期第1四半期 1,050 ― 161 ― 161 ― 98 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 98百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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3月期第1四半期 2,317.86 2,316.87
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,519 1,643 46.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,617百万円 23年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 当社は定款において、第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定です。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2,300.00 2,300.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 当社グループの属するインターネット業界は環境の変化が激しく、業績の見通しにつきましては数値の精度に対する確証が得られないため、合理的な予測が
困難であることから、業績予想について記載していません。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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  

(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 
 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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当社は、当第１四半期より「株式会社プレシジョンマーケティング」を連結子会社とし、四半期連結財務諸表を作成しています。 
・当社グループの属するインターネット業界は環境の変化が激しく、業績の見通しにつきましては数値の精度に対する確証が得られないため、合理的な予測が困
難であることから、業績予想について記載していません。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期1Q 51,636 株 23年3月期 51,636 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 9,112 株 23年3月期 9,111 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 42,524 株 23年3月期1Q 44,825 株
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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 

当該期におきましては、当初より、近未来への積極投資年度と位置づけております。そのなかで、期直前における

東日本大震災の影響による一時的な減速が１ヶ月ほど続き、注文状況が半減した時期と、減免措置や、全国規模で発

生した流通の影響により手数料収入が半減した時期もありましたが、比較的早い段階で元の状態に戻っております。

なお、被災対象地域には顧客店舗の５％ほどにあたる約2,400店がありましたが、ＩＴによるご商売ということから

も、かなり早い復旧がなされています。さらに、スマートフォンやソーシャルネットワーク（ＳＮＳ）の急速な台頭

により、Ｅコマースの情報の流れ、モノの流れが大きく変わってきていることに加え、この震災による混乱を経て、

インターネット経由での商品購入の利便性や自由度が消費者に再認識された感もあり、インターネットショッピング

に対する意識が一段と増したと考えております。 

 

こうした状況のなか、当社は「Ｅストアーモバイル」によるスマートフォン対応（一般携帯電話を含む）、地方都

市を中心とした活性化、ならびにＷＥＢマーケティングを得意とする株式会社プレシジョンマーケティングの連結子

会社化によるノウハウの享受および両社の強みを活かした当社における広告請負事業の展開等、より顧客の業績拡大

を意識しながらの機能追加や新しい事業への投資を進めております。さらに、開発系と顧客対応に関する人材投資を

過去最大に進め、いっそう加速している環境に対してスピーディーに動ける体制を整えるようにしています。 

 

顧客店舗業績としては、受注数 194万回、流通額 230億円となり、東日本大震災の影響による一時的減速をカバー

し、対前年同四半期比では、ともに増大しております。また、ＯＥＭ供給を含めたサービス全体での新規契約件数は 

1,921件、累計契約件数は 46,714件となり、前期末に比べ 548契約の減少となっているものの、自社販路の店舗系サ

ービスは 343店増と引き続き順調に増加しており、フロウ拡大に寄与する礎となっております。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 1,050,073千円、営業利益は 161,251千円となりました。

経常利益につきましては 161,510千円となり、特別利益として連結子会社の段階取得に係る差益 12,320千円、特別

損失として保有する有価証券の評価損 6,389千円、東日本大震災に伴う料金減免措置などの債権放棄損 2,389千円を

計上したために、当四半期純利益は 98,564千円となりました。 

 

なお、連結子会社である株式会社プレシジョンマーケティングは支配獲得日を当第１四半期連結累計期間の末日と

しているため、当第１四半期連結累計期間における損益への影響は連結子会社の段階取得に係る差益のみとなってお

ります。また、当社は当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、数値についての対前

年同四半期比の表示は記載しておりません。 

 

第２四半期以降につきましても、当期におきましては期初の計画どおり、中長期的な戦略として、数年先を視野に

入れた事業づくりのため、体制、開発ともに、より一層の積極的事業投資策を行っていく方針です。 
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(主要サービス別契約件数の四半期推移) 

  
Ｅコマース用レンタルサーバー件数推移 

 
平成23年３月期 

第１四半期 

平成23年３月期 

第２四半期 

平成23年３月期 

第３四半期 

平成23年３月期 

第４四半期 

平成24年３月期 

第１四半期 

新規契約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

414  

(40) 

(42) 

(332) 

342  

(24) 

(49) 

(269) 

273  

(45) 

(31) 

(197) 

190  

(24) 

(31) 

(135) 

197  

(21) 

(36) 

(140) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

1,564  

(179) 

(413) 

(972) 

1,621  

(207) 

(372) 

(1,042) 

1,584  

(184) 

(333) 

(1,067) 

1,379  

(176) 

(275) 

(928) 

1,561  

(156) 

(314) 

(1,091) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

30,240  

(3,884) 

(8,429) 

(17,927) 

28,961  

(3,701) 

(8,106) 

(17,154) 

27,650  

(3,562) 

(7,804) 

(16,284) 

26,461  

(3,410) 

(7,560) 

(15,491) 

25,097  

(3,275) 

(7,282) 

(14,540) 
 

 

ショッピングカートＡＳＰ件数推移 

 
平成23年３月期 

第１四半期 

平成23年３月期 

第２四半期 

平成23年３月期 

第３四半期 

平成23年３月期 

第４四半期 

平成24年３月期 

第１四半期 

新規契約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

41  

(41) 

(0) 

(-) 

7  

(6) 

(1) 

(-) 

4  

(4) 

(0) 

(-) 

0  

(0) 

(0) 

(-) 

2  

(2) 

(0) 

(-) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

76  

(47) 

(29) 

(-) 

76  

(62) 

(14) 

(-) 

59  

(51) 

(8) 

(-) 

30  

(26) 

(4) 

(-) 

38  

(22) 

(16) 

(-) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

839  

(561) 

(278) 

(-) 

770  

(505) 

(265) 

(-) 

715  

(458) 

(257) 

(-) 

685  

(432) 

(253) 

(-) 

649  

(412) 

(237) 

(-) 
 

 

ウェブショップ総合パッケージ件数推移 

 
平成23年３月期 

第１四半期 

平成23年３月期 

第２四半期 

平成23年３月期 

第３四半期 

平成23年３月期 

第４四半期 

平成24年３月期 

第１四半期 

新規契約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

1,832  

(1,033) 

(309) 

(490) 

1,823  

(1,113) 

(240) 

(470) 

2,030  

(1,248) 

(262) 

(520) 

1,610  

(976) 

(254) 

(380) 

1,722  

(1,063) 

(269) 

(390) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

771  

(571) 

(122) 

(78) 

819  

(600) 

(141) 

(78) 

813  

(579) 

(130) 

(104) 

845  

(629) 

(133) 

（83) 

870  

(637) 

(146) 

（87) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

17,130  

(8,957) 

(2,480) 

(5,693) 

18,134  

(9,470) 

(2,579) 

(6,085) 

19,351  

(10,139) 

(2,711) 

(6,501) 

20,116  

(10,486) 

(2,832) 

(6,798) 

20,968  

(10,912) 

(2,955) 

(7,101) 
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(契約件数と売上・利益の四半期推移)  

（注）上表の「売上・利益の四半期推移」は、平成23年３月期は四半期損益計算書、また平成24年３月期は四半期

連結損益計算書の金額を記載しています。なお、当社は、当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸

表を作成していますが、連結子会社の支配獲得日を当第１四半期連結累計期間の末日としたため、連結子会

社の売上高、営業利益及び経常利益による影響はありません。 
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（2）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間における総資産は、3,519,667千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における財政状態は次のとおりです。 

（資産) 

当第１四半期連結会計期間における資産の残高は、3,519,667千円となりました。その主な内訳は、現金及び預

金 2,018,871千円、売掛金 510,159千円、無形固定資産 331,821千円、工具、器具及び備品 191,263千円、投資

有価証券 137,950千円です。 

（負債) 

当第１四半期連結会計期間における負債の残高は、1,876,078千円となりました。その主な内訳は、預り金 

1,246,531千円、前受金 190,572千円、買掛金 120,707千円、未払金 78,567千円、長期借入金 64,540千円です。 

（純資産) 

当第１四半期連結会計期間における純資産の残高は、1,643,588千円となりました。その主な内訳は、資本金 

523,328千円、資本剰余金 539,408千円、利益剰余金 1,542,219千円、自己株式 991,913千円であり、自己資本比

率は 46.0％となりました。 

 

なお、当第１四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、前事業年度末との比較分析はおこなっていません。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの属するインターネット業界は環境の変化が激しく、業績の見通しにつきましては数値の精度に対す

る確証が得られないため、合理的な予測が困難であることから、業績予想について記載していません。 

 

 

２．サマリー情報（その他）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 

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。 
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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）

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,018,871

売掛金 510,159

原材料及び貯蔵品 5,117

前渡金 14,168

その他 130,165

貸倒引当金 △5,254

流動資産合計 2,673,226

固定資産  

有形固定資産  

工具、器具及び備品（純額） 191,263

その他（純額） 18,012

有形固定資産合計 209,275

無形固定資産 331,821

投資その他の資産  

投資有価証券 137,950

敷金 117,663

その他 59,729

貸倒引当金 △10,000

投資その他の資産合計 305,342

固定資産合計 846,440

資産合計 3,519,667

負債の部  

流動負債  

買掛金 120,707

未払金 78,567

未払法人税等 46,315

賞与引当金 39,106

前受金 190,572

預り金 1,246,531

1年内返済予定の長期借入金 17,700

その他 61,668

流動負債合計 1,801,170

固定負債  

資産除去債務 10,368

長期借入金 64,540

固定負債合計 74,908

負債合計 1,876,078
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 523,328

資本剰余金 539,408

利益剰余金 1,542,219

自己株式 △991,913

株主資本合計 1,613,044

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 4,566

その他の包括利益累計額合計 4,566

新株予約権 2,239

少数株主持分 23,737

純資産合計 1,643,588

負債純資産合計 3,519,667
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,050,073

売上原価 581,463

売上総利益 468,610

販売費及び一般管理費 307,358

営業利益 161,251

営業外収益  

受取利息 77

受取配当金 945

雑収入 97

営業外収益合計 1,119

営業外費用  

為替差損 848

雑損失 12

営業外費用合計 860

経常利益 161,510

特別利益  

段階取得に係る差益 12,320

特別利益合計 12,320

特別損失  

投資有価証券評価損 6,389

債権放棄損 2,389

特別損失合計 8,778

税金等調整前四半期純利益 165,052

法人税、住民税及び事業税 44,788

法人税等調整額 21,698

法人税等合計 66,487

少数株主損益調整前四半期純利益 98,564

四半期純利益 98,564
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 （四半期連結包括利益計算書） 
 （第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 98,564

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 61

その他の包括利益合計 61

四半期包括利益 98,626

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 98,626

少数株主に係る四半期包括利益 －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（参考資料）前年同四半期に係る財務諸表等 

当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、参考までに前事業年度末に係る(要約)貸借対照表及

び前第１四半期累計期間に係る四半期損益計算書を掲載しています。 
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（1）(要約)貸借対照表 

（単位：千円） 

 前事業年末に係る 

(要約)貸借対照表 

（平成 23年３月 31日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,973,289 

売掛金 456,669 

原材料及び貯蔵品 4,796 

前渡金 1,642 

その他 163,847 

貸倒引当金 △5,002 

流動資産合計 2,595,243 

固定資産  

有形固定資産  

工具、器具及び備品（純額） 195,965 

その他（純額） 18,659 

有形固定資産合計 214,625 

無形固定資産 292,985 

投資その他資産  

投資有価証券 134,757 

敷金 114,084 

その他 41,413 

貸倒引当金 △10,000 

投資その他資産合計 280,255 

固定資産合計 787,866 

資産合計 3,383,110 

負債の部  

流動負債  

買掛金 123,743 

未払金 110,960 

未払法人税等 139,271 

賞与引当金 54,083 

前受金 71,463 

預り金 1,204,151 

その他 50,021 

流動負債合計 1,753,694 

固定負債  

資産除去債務 10,323 

固定負債合計 10,323 

負債合計 1,764,018 

純資産の部  

株主資本  

資本金 523,328 

資本剰余金 539,408 

利益剰余金 1,541,462 

自己株式 △991,853 

株主資本合計 1,612,347 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 4,504 

評価・換算差額等合計 4,504 

新株予約権 2,239 

純資産合計 1,619,091 

負債純資産合計 3,383,110 
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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 22年４月 １ 日 

  至 平成 22年６月 30日） 

売上高 988,651 

売上原価 552,651 

売上総利益 436,000 

販売費及び一般管理費 287,135 

営業利益 148,865 

営業外収益  

受取利息 915 

受取配当金 22 

雑収入 143 

投資有価証券割当益 1,783 

営業外収益合計 2,865 

営業外費用  

雑損失 7 

営業外費用合計 7 

経常利益 151,722 

特別利益  

投資有価証券売却益 22,999 

特別利益合計 22,999 

特別損失  

投資有価証券評価損 8,914 

関係会社株式評価損 11,704 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  4,698 

特別損失合計 25,317 

税引前四半期純利益 149,404 

法人税、住民税及び事業税 51,045 

法人税等調整額 14,028 

法人税等合計 65,073 

四半期純利益 84,330 
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