
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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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四半期決算説明会開催の有無      ：有（証券アナリスト・機関投資家向け）   

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

22年12月期第２四半期  28,143  5.0  633  66.4  692  58.1  252  △16.1

21年12月期第２四半期  26,810  13.8  380  △26.5  438  △11.8  300  181.5

  
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 

22年12月期第２四半期  1,703  73  1,703  60

21年12月期第２四半期  2,031  94  2,031  65

  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 

22年12月期第２四半期  27,641  18,009  62.0  115,686  63

21年12月期  26,513  17,376  62.6  112,121  99

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 17,135百万円 21年12月期 16,607百万円 

  
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 

21年12月期  －  －  0  00  －  －  1,000  00  1,000  00

22年12月期  －  －  0  00

22年12月期（予想）  －  －  －  －  －  －

  （％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  53,600  △1.5  1,260  28.1  1,370  26.9  580  14.4  3,915  85



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

新規   －社 （社名 － ）   除外  －社  （社名 － ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 

  

（３）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： 無 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「四半期連結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連結財務諸表作

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。 

  

（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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

   

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想の将来に関する記述は、業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定および本日現在における入手可能な

情報を前提としており、実際の業績等は様々な要因で大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関しま

しては、３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご参

照下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 149,316株 21年12月期 149,316株 

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 1,200株 21年12月期 1,200株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 148,116株 21年12月期２Ｑ 148,104株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

＜経営成績＞ 

当社グループの主要事業領域であるインターネット広告は、景気低迷による企業の広告宣伝費抑制の影響を受けたも

のの、平成21年には7,069億円となり、広告媒体としてはTVに次ぐ規模となりました（電通発表）。今年に入り、景気が

回復基調にあること、スマートフォンやソーシャルメディアの普及が一層進んでいることなどから、さらなる市場の成長

が期待されます。 

こうした状況下、当社グループは成長キーワードとして①「専門力」のさらなる強化 ②「データ力」を更なる強み

に ③「成長分野」への積極投資を掲げ、eマーケティングサービスのさらなる向上および収益の拡大を図ってまいりまし

た。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、各連結子会社の業績が好調だったことから

28,143百万円（前年同期間比5.0％増）となりました。営業利益につきましては、各連結子会社の収益貢献などにより633

百万円（前年同期間比66.4％増）、経常利益692百万円（前年同期間比58.1％増）となりました。当期純利益につきまし

ては252百万円（前年同期間比16.1％減）となりました。 

  

事業分野ごとの活動状況は以下のとおりであります。 

  

＜Ｂ２Ｂ事業＞ 

① 広告代理事業分野 

 当事業分野においては、単体のインターネット広告の取り扱いのほか、連結子会社の株式会社クラシファイドがYahoo!

不動産新築物件情報などのクラシファイド広告の取り扱い、ソウルドアウト株式会社が中堅・ベンチャー企業向けにイン

ターネット広告の取り扱いを行っております。当第２四半期連結累計期間においては、株式会社電通との協業を中心に単

体のＳＥＭの売上が増加したこと、また、株式会社クラシファイドの注文住宅事業者向け商品の売上が増加、ソウルドア

ウト株式会社の中堅・ベンチャー企業向けの広告の売上が拡大したことから、当事業分野の売上高は25,496百万円（前年

同期間比2.2％増）となりました。 

  

② ソリューション事業分野 

 当事業分野においては、インターネット広告の効果測定システムやサイト内解析システムなどのラインナップを備える

「ADPLAN（アドプラン）」シリーズの開発販売、広告制作（クリエイティブ）、ウェブサイト開発、SEOサービス、eマー

ケティングを支援する各種ソリューションの提供を行っております。当第２四半期連結累計期間においては、単体の広告

制作（クリエイティブ）案件が拡大したこと、クロスフィニティ株式会社のSEOサービスが拡大したことから、当事業分

野の売上高は1,822百万円（前年同期間比20.1％増）となりました。 

  

③その他事業分野 

 当事業分野においては、単体によるローン情報などの比較サイト運営、韓国のeMFORCEInc.（エムフォース）によるイ

ンターネット広告の取り扱い（広告代理）、株式会社TradeSafe（トレードセーフ）による通販サイトへの信頼性認証サ

ービスなどを提供しています。当第２四半期連結累計期間においては、韓国でのeMFORCEInc.の業績が拡大したことか

ら、当事業分野の売上高は428百万円（前年同期間比24.8％増）となりました。 

  

＜Ｂ２Ｃ事業＞ 

コンテンツ事業分野 

 当事業分野においては、株式会社モバイルファクトリーが着メロ、占い、ゲームなどのモバイルコンテンツの企画開

発・販売、またソーシャルアプリの企画開発・提供をしております。当第２四半期連結累計期間においては、株式会社モ

バイルファクトリーのコンテンツ販売が拡大したことから、当事業分野の売上高は396百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べて1,128百万円増加し、27,641 

 百万円となりました。 

  これは主に「有価証券」が1,500百万円減少したものの「現金及び預金」が2,317百万円、「投資有価証券」が 

 842百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（負債） 

  当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べて495百万円増加し、9,632百万 

 円となりました。 

  これは主に「その他流動負債」に含まれる「未払消費税等」が172百万円、「その他固定負債」に含まれる 

 「繰延税金負債」が170百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（純資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて632百万円増加し、18,009 

 百万円となりました。 

  これは主に「その他有価証券評価差額金」が432百万円、「少数株主持分」が84百万円増加したこと等による 

 ものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   当社グループの主要事業領域であるインターネット広告市場は、景気低迷の影響から回復傾向にあり、各子会 

  社の業績も好調に推移しておりますが、平成22年12月期の通期連結業績予想については、平成22年12月期の上期 

  に予定していた人員や社内システムへの積極投資などが下期にずれ込むことを予定しており平成22年5月10日発表 

  の開示資料「平成22年12月期 第2四半期累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ」の予想数値を据え置い 

  ております。 

  

 （ご注意）業績予想につきましては、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、実際の業績は、今 

      後の様々な要因などによりこれらの予想値と異なる場合があります。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと 

   認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

    定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方 

   法によっております。  

 ③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等  

   の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や 

   タックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

２．特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

    

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

    

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,201,744 8,884,281 

受取手形及び売掛金 7,732,777 7,895,840 

有価証券 1,500,000 3,000,000 

原材料及び貯蔵品 99 157 

その他 690,214 824,285 

貸倒引当金 △261,824 △279,749 

流動資産合計 20,863,011 20,324,815 

固定資産   

有形固定資産 378,995 346,234 

無形固定資産   

のれん 137,776 160,066 

その他 758,887 691,737 

無形固定資産合計 896,663 851,804 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,009,913 4,166,979 

その他 595,586 910,553 

貸倒引当金 △105,809 △93,794 

投資その他の資産合計 5,499,690 4,983,738 

固定資産合計 6,775,349 6,181,776 

繰延資産 3,219 6,589 

資産合計 27,641,580 26,513,181 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,655,474 7,741,693 

短期借入金 144,842 155,408 

未払法人税等 172,650 73,223 

製品保証引当金 1,371 1,076 

賞与引当金 163,229 84,992 

その他 1,252,182 1,008,821 

流動負債合計 9,389,750 9,065,215 

固定負債   

長期借入金 40,848 43,344 

退職給付引当金 30,764 28,002 

その他 170,681 － 

固定負債合計 242,294 71,346 

負債合計 9,632,045 9,136,562 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,595,432 7,595,432 

資本剰余金 7,806,932 7,806,932 

利益剰余金 1,573,849 1,469,615 

自己株式 △240,197 △240,197 

株主資本合計 16,736,017 16,631,783 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 444,501 12,177 

為替換算調整勘定 △45,479 △36,900 

評価・換算差額等合計 399,022 △24,723 

新株予約権 63,327 43,105 

少数株主持分 811,167 726,453 

純資産合計 18,009,535 17,376,619 

負債純資産合計 27,641,580 26,513,181 
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（２）四半期連結損益計算書 
  【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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 26,810,587 28,143,480 

売上原価 23,566,265 24,324,744 

売上総利益 3,244,321 3,818,736 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,485,380 1,621,662 

賞与引当金繰入額 65,777 70,427 

貸倒引当金繰入額 26,366 10,994 

製品保証引当金繰入額 3,427 295 

その他 1,282,866 1,482,061 

販売費及び一般管理費合計 2,863,819 3,185,441 

営業利益 380,502 633,294 

営業外収益   

受取利息 51,895 53,019 

受取配当金 3,518 3,668 

その他 9,899 19,398 

営業外収益合計 65,312 76,086 

営業外費用   

支払利息 389 1,603 

投資事業組合運用損 2,920 5,955 

株式交付費償却 3,466 3,542 

その他 954 5,645 

営業外費用合計 7,731 16,747 

経常利益 438,084 692,632 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 61,148 616 

持分変動利益 － 14,919 

その他 14,437 3,612 

特別利益合計 75,585 19,148 

特別損失   

減損損失 － 42,150 

投資有価証券評価損 103,011 23,202 

本社移転関連費用 229,164 － 

賞与引当金繰入額 － 64,985 

その他 31,098 4,904 

特別損失合計 363,275 135,243 

税金等調整前四半期純利益 150,394 576,538 

法人税、住民税及び事業税 40,459 151,489 

法人税等調整額 △161,932 116,424 

法人税等合計 △121,473 267,914 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29,070 56,273 

四半期純利益 300,938 252,349 
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該当事項はありません。  

  

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）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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