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(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25年５月期第１四半期

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 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年５月期第１四半期の連結業績（平成25年６月１日～平成25年８月31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 ％

26年５月期第１四半期 282 9.7 26 23.0 26 22.0 12 21.7
25年５月期第１四半期 257 ― 21 ― 21 ― 10 ―

(注) 包括利益 26年５月期第１四半期 12百万円(20.4％) 25年５月期第１四半期 10百万円(―％)

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

26年５月期第１四半期 2.38 2.38
25年５月期第１四半期 2.05 1.95

（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 ％

26年５月期第１四半期 1,520 1,159 74.9
25年５月期 1,551 1,151 72.9

(参考) 自己資本 26年５月期第１四半期 1,139百万円 25年５月期 1,131百万円

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

25年５月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00

26年５月期 ―

26年５月期(予想) 0.00 ― 1.00 1.00

３．平成26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 619 19.9 50 △15.1 50 △16.3 23 △22.8 4.44
通 期 1,298 11.6 124 6.3 124 4.0 63 1.0 11.87

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４ページ「連結業績予想などの将来予測情報

に関する説明」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 ： 無

  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

  新規  ―社、除外  ―社

（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) 26年５月期１Ｑ 5,386,500株 25年５月期 5,386,500株

② 期末自己株式数 26年５月期１Ｑ 34株 25年５月期 34株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期１Ｑ 5,386,466株 25年５月期１Ｑ 5,136,004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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権が打ち出した経済対策や日銀による金融緩

和策に対する期待感から、円安や株価の回復が進み、昨年末以来、景気回復の傾向が続いておりまし

た。しかしながら、雇用・所得環境の改善の遅れや消費マインドの改善の足踏み、米国における量的金

融緩和の縮小観測の高まりから、調整局面となり先行き不透明な状態が続いております。 

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、保証事業、医療BtoB事業、人材キャリア事業等の新規事業の拡大に取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は282,936千円（前年同四半期比9.7％増）、営業利

益は26,494千円（前年同四半期比23.0％増）、経常利益は26,772千円（前年同四半期比22.0％増）、四

半期純利益は12,798千円（前年同四半期比21.7％増）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、歯科分野及び美容・エステ分野を中心に「インプラントネッ

ト」、「エステ・人気ランキング」等のポータルサイトを運営しております。 

当第１四半期連結累計期間においては、各運営サイトの認知度向上を図ると共に、スマートフォン

サイトの特集や広告枠の追加を通じて、販売拡大に取り組みました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は153,578千円（前年同四半期比13.2％増）、セグ

メント利益は96,065千円（前年同四半期比14.4％増）となりました。 

  

SEM事業においては、当社ポータルサイトのクライアントを中心に積極的にSEOサービス及びリステ

ィング広告（検索連動広告）運用代行サービスの販売に努めましたが、当第１四半期連結累計期間の

売上高は62,158千円（前年同四半期比24.0％減）、セグメント利益は1,867千円（前年同四半期比

39.6％減）となりました。 

  

保証事業においては、連結子会社の株式会社ガイドデントを通じて、歯科自由診療を行う歯科医院

のうち、当社グループが定める基準を満たした歯科医院（認定会員）に対して、治療前に登録した治

療に関して治療後に再治療が発生した際の費用を保証するサービスを提供しております。 

当第１四半期連結累計期間においては、認定会員や保証件数の拡大に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は10,966千円（前年同四半期比23.3％増）、セグメ

ント損失は5,454千円（前年同四半期は、セグメント損失5,083千円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

① ポータルサイト運営事業

② SEM事業

③ 保証事業
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医療BtoB事業においては、連結子会社のブランネットワークス株式会社を通じて、歯科医療従事者

と歯科関連企業等をつなぐポータルサイトの運営を中心にリサーチ、コンベンションの運営受託、広

告ソリューションの提供及びMR（製薬会社の医薬情報担当者）向けの高級弁当販売のプラットフォー

ムを弁当製造販売業者へ提供する等、様々なサービスを提供しております。 

当第１四半期連結累計期間においては、基盤となる会員数の増加や営業力強化に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は22,987千円、セグメント損失は1,853千円となり

ました。なお、医療BtoB事業は、前連結会計年度の第２四半期より連結の対象としているため、前年

同四半期との比較は記載しておりません。 

  

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、販売代理、人材キャリア

事業等を展開しております。当第１四半期連結累計期間の売上高は33,795千円（前年同四半期比

7.0％増）、セグメント損失は6,145千円（前年同四半期は、セグメント損失4,559千円）となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、1,520,046千円となり、前連結会計年度末に比べ

31,116千円（前連結会計年度末比2.0％減）の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりであり

ます。 

  

流動資産は、現金及び預金が減少したことにより1,201,638千円となり、前連結会計年度末に

比べ124,634千円（前連結会計年度末比9.4％減）の減少となりました。 

  

固定資産は、主に有価証券の購入により、投資その他の資産のその他が増加したため、

318,407千円となり、前連結会計年度末に比べ93,518千円（前連結会計年度末比41.6％増）の増

加となりました。 

  

④ 医療BtoB事業

⑤ その他

（２）財政状態に関する説明

① 資産の部

（流動資産）

（固定資産）
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流動負債は、買掛金及び未払法人税等の減少により、352,882千円となり、前連結会計年度末

に比べ38,512千円（前連結会計年度末比9.8％減）の減少となりました。 

  

固定負債は、保証件数の増加に伴うインプラント保証の支出に備える引当金の増加により、

8,106千円となり、前連結会計年度末に比べ154千円（前連結会計年度末比1.9％増）の増加とな

りました。 

  

純資産は、剰余金の配当を行った一方、四半期純利益を計上したことにより1,159,057千円とな

り、前連結会計年度末に比べ7,241千円（前連結会計年度末比0.6％増）の増加となりました。 

  

平成25年７月12日公表の連結業績予想から変更はありません。 

  

② 負債の部

（流動負債）

（固定負債）

③ 純資産の部

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

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25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 934,009 809,978

売掛金 170,039 177,270

前払費用 170,421 168,104

その他 62,220 55,114

貸倒引当金 △10,417 △8,827

流動資産合計 1,326,273 1,201,638

固定資産

有形固定資産 14,185 13,296

無形固定資産

のれん 134,854 133,070

その他 28,548 24,562

無形固定資産合計 163,402 157,632

投資その他の資産

その他 57,933 159,013

貸倒引当金 △10,633 △11,534

投資その他の資産合計 47,300 147,478

固定資産合計 224,889 318,407

資産合計 1,551,162 1,520,046

負債の部

流動負債

買掛金 27,166 8,369

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 36,695 16,354

前受金 217,198 224,293

賞与引当金 － 10,277

ポイント引当金 － 434

その他 100,334 83,152

流動負債合計 391,395 352,882

固定負債

インプラント保証引当金 7,951 8,106

固定負債合計 7,951 8,106

負債合計 399,346 360,988
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 286,034 286,034

資本剰余金 261,034 261,034

利益剰余金 583,726 591,138

自己株式 △34 △34

株主資本合計 1,130,761 1,138,173

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 712 899

その他の包括利益累計額合計 712 899

少数株主持分 20,342 19,984

純資産合計 1,151,816 1,159,057

負債純資産合計 1,551,162 1,520,046
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

売上高 257,817 282,936

売上原価 129,342 134,960

売上総利益 128,475 147,975

販売費及び一般管理費 106,932 121,481

営業利益 21,542 26,494

営業外収益

受取利息 81 80

その他 321 322

営業外収益合計 403 402

営業外費用

社債利息 － 125

営業外費用合計 － 125

経常利益 21,945 26,772

税金等調整前四半期純利益 21,945 26,772

法人税、住民税及び事業税 15,244 15,563

法人税等調整額 △3,815 △1,232

法人税等合計 11,428 14,331

少数株主損益調整前四半期純利益 10,517 12,440

少数株主損失（△） － △358

四半期純利益 10,517 12,798
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,517 12,440

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26 187

その他の包括利益合計 △26 187

四半期包括利益 10,490 12,628

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,490 12,986

少数株主に係る四半期包括利益 － △358
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31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、販売代理事業及び人材キャリア事業を含んでおります。 

  

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)１．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。 

２．その他の調整額は、各報告セグメントが負担する営業費用と報告セグメントに帰属しない管理部門の営業外

収益との消去によるものです。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．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。 

  

（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 保証事業 医療BtoB事業 計

売上高

  外部顧客への 

  売上高
135,694 81,825 8,819 ― 226,338 31,479 257,817

  セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高

― ― 76 ― 76 116 192

計 135,694 81,825 8,895 ― 226,414 31,595 258,009

セグメント利益
又は損失(△)

83,968 3,094 △5,083 ― 81,979 △4,559 77,419

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 81,979

「その他」の区分の利益又は損失(△) △4,559

全社費用(注１) △56,577

その他の調整額(注２) 700

四半期連結損益計算書の営業利益 21,542
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成25年６月１日  至  平成25年８月31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、販売代理事業及び人材キャリア事業を含んでおります。 

  

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)１．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。 

２．その他の調整額は、各報告セグメントが負担する営業費用と報告セグメントに帰属しない管理部門の営業外

収益との消去によるものです。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

前連結会計年度より、「その他」に含めておりました「保証事業」について、量的な重要性が増したた

め報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、前連結会計年度より、子会社化したブ

ランネットワークス株式会社の行う「医療BtoB事業」について単独の報告セグメントとして記載する方法

に変更しております。前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告

セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。 

  

４．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。 

(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 保証事業 医療BtoB事業 計

売上高

  外部顧客への 

  売上高
153,578 62,158 10,966 22,597 249,301 33,634 282,936

  セグメント間の 

 内部売上高又は 

 振替高

― ― ― 390 390 160 550

計 153,578 62,158 10,966 22,987 249,691 33,795 283,486

セグメント利益
又は損失(△)

96,065 1,867 △5,454 △1,853 90,624 △6,145 84,478

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 90,624

「その他」の区分の利益又は損失(△) △6,145

全社費用(注１) △60,250

その他の調整額(注２) 2,266

四半期連結損益計算書の営業利益 26,494
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