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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）21年３月期第２四半期における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、期中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、  
１株当たり四半期純利益が希薄化しないため、記載しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 1,585 ― 210 ― 211 ― 114 ―

20年3月期第2四半期 1,414 5.6 212 77.5 215 62.7 122 156.6

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

21年3月期第2四半期 2,460.19 ―

20年3月期第2四半期 2,617.68 ―

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

21年3月期第2四半期 2,654 1,363 51.4 29,229.98
20年3月期 2,501 1,326 53.0 28,425.51

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,363百万円 20年3月期  1,326百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

   20年３月期期末配当金の内訳 普通配当 1,100円   記念配当 400円  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

  当社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おりません。  

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は，４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(2) 四半期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（四半期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もの）

［（注）詳細は，４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  51,636株 20年3月期  51,636株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,982株 20年3月期  4,982株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  46,654株 20年3月期第2四半期  46,654株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期
財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
当社では、当事業年度を、顧客数に応じた収入（ストック）から顧客の売上高に応じた収入（フロー）への収益構造切

り替えの元年と位置付けており、そのための準備を前事業年度より進めてまいりました。当第２四半期累計期間において

は、その一層の強化を目的として、① 当社顧客の集客を促進する「ショッピングフィード」の高速化や送客増強のため

の各種施策、② Ｅコマース成功パッケージ「ショップサーブ」の積極的な販売促進活動、③ 早期開店により「売れる」

ウェブショップ作りを実現する安価なページ制作の提供、の３点に重点をおき人的資源及び機材の投下を行いました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における当社サービス全体での新規契約件数は 5,447 件、累計契約件数は 46,650

件となり、販売促進活動による直販契約件数の順調な推移や、決済代行売上の増加などにより、売上高は 1,585,201 千円

（前年同期比 12.1％増）、営業利益は 210,374 千円（前年同期比 0.8％減）、経常利益は 211,682 千円（前年同期比 2.0％

減）となりました。なお、当第２四半期累計期間においては、フロー構造の構築のための積極的な投資を予定通り消化し、

期初に見込んだ計画通りの利益率となっております。また、特別損失として投資有価証券評価損 15,464 千円を計上した

ために、当四半期純利益は 114,777 千円（前年同期比 6.0％減）となりました。 

第３四半期以降につきましても、順調に立ち上がっているフロー収益の加算策にむけて、引き続き、積極的な人的資源

及び機材の投下と、中長期的な戦略としての「ショッピングフィード」「ショップサーブ」をはじめとする顧客の売上増

大のための施策を進めるとともに、上期に投下したコストを活かし、より多くの顧客店舗の成功事例を作り、当社収益の

増加を目指してまいります。 

なお、今後の景気動向については予断を許さないものの、創業理念通りに「小×多」の事業構造の展開を続けているこ

とから、現時点においての不況による影響は皆無である事を確認しており、また、今後も大きな影響はないと考えており

ます。 
 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

(サービス事業) 

当第２四半期累計期間のサービス事業の売上は 1,355,303 千円（構成比 85.5％）となり、その主な内訳は、オプシ

ョンを含め「レンタルサーバー」606,545 千円、「ストアツール」98,584 千円、「ショップサーブ」587,816 千円となっ

ております。 

(受託事業) 

当第２四半期累計期間の受託事業の売上は 229,897 千円（構成比 14.5％）となり、その主な内訳は、平成 16 年７月

の株式会社テレウェイヴとの業務提携に基づく同社グループの技術部門の業務（ＩＴサービスの構築と運営）受託と、

ＯＥＭによる供給を行ったことによるものです。 
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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（サイトサーブ＋サイトサーブ２） 

 
平成20年３月期 
第２四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

平成20年３月期 
第４四半期 

平成21年３月期 
第１四半期 

平成21年３月期 
第２四半期 

新規契約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

302  
(117) 
(185) 

244 
(98)
(146)

215 
(92)
(123)

168  
(66) 
(102) 

161 
(55)
(106)

解約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

1,099  
(397) 
(702) 

976 
(368)
(608)

936 
(349)
(587)

933  
(283) 
(650) 

902 
(265)
(637)

累計件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

19,530  
(5,924) 

(13,606) 

18,798 
(5,654)

(13,144)

18,077 
(5,397)

(12,680)

17,312  
(5,180) 

(12,132) 

16,571 
(4,970)

(11,601)
 

ショッピングカートＡＳＰ件数推移（ストアツール） 
平成20年３月期 
第２四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

平成20年３月期 
第４四半期 

平成21年３月期 
第１四半期 

平成21年３月期 
第２四半期 

新規契約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

66  
(59) 
(7) 

32 
(30)
(2)

27 
(26)
(1)

16  
(14) 
(2) 

16 
(13)
(3)

解約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

112  
(50) 
(62) 

85 
(59)
(26)

78 
(55)
(23)

115  
(80) 
(35) 

79 
(52)
(27)

累計件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

1,439  
(920) 
(519) 

1,386 
(891)
(495)

1,335 
(862)
(473)

1,236  
(796) 
(440) 

1,173 
(757)
(416)

 
ウェブショップ総合支援件数推移（ショップサーブ＋ショップサーブ２） 

平成20年３月期 
第２四半期 

平成20年３月期 
第３四半期 

平成20年３月期 
第４四半期 

平成21年３月期 
第１四半期 

平成21年３月期 
第２四半期 

新規契約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

372  
(245) 
(127) 

480 
(415)
(65)

805 
(682)
(123)

1,087  
(907) 
(180) 

1,061 
(864)
(197)

解約件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

312  
(264) 
(48) 

286 
(228)
(58)

303 
(243)
(60)

312  
(256) 
(56) 

348 
(280)
(68)

累計件数 
（内 直販件数） 
（内 代理店販売件数） 

4,049  
(3,153) 
(896) 

4,243 
(3,340)
(903)

4,745 
(3,779)
(966)

5,520  
(4,430) 
(1,090) 

6,233 
(5,014)
(1,219)

 

(契約件数と売上・利益の四半期推移) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 営業・経常利益 
（千円） 

累計契約件数 
（件） 

 平成 21 年３月期平成 20 年３月期

 

売上高（千円） 

累計契約件数

（件） 

 平成 21 年３月期平成 20 年３月期

101,516
108,857110,087

87,021

105,173106,882
102,614

109,067117,596

88,923

106,849109,072

800,478784,723
739,446

715,547704,919709,751

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第2四半期 第３四半期 第４四半期

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000
営業利益（千円）

経常利益（千円）

売上高（千円）

42,889 43,315 43,996 44,765 45,810 46,650

15,629 15,123
14,636 14,127 13,670 13,242

11,386 11,083 10,975 11,123 11,491 11,812

21,59620,64919,51518,38517,10915,874

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

累計契約件数（合計）

累計契約件数（代理店販売）

累計契約件数（直販）

累計契約件数（OEM）

㈱Ｅストアー（4304） 平成21年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

－3－



 

 

２．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 

当第２四半期会計期間末における総資産は2,654,535千円となり、前事業年度末比で152,880千円増加いたしました。 

当第２四半期累計期間における財政状態の変動状況は次のとおりです。 

(資産) 

当第２四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末比で 152,880 千円増加し、2,654,535 千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加 97,037 千円、ソフトウェア開発等による無形固定資産の増加 41,811 千円、投資

有価証券の再評価等による減少 19,583 千円によるものです。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末比で 115,348 千円増加し、1,290,840 千円となりまし

た。これは主に、当社顧客の決済代行に伴う預り金の増加135,459千円、買掛金の増加15,329千円、前受金の減少17,508

千円によるものです。 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比で 37,531 千円増加し、1,363,695 千円となりま

した。これは、平成 20 年３月期の配当金が 69,981 千円あったものの、当第２四半期純利益として 114,777 千円を計上

したことによります。これにより自己資本比率は 51.4％（前事業年度末比 1.6 ポイント減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ 97,037

千円増加し、1,483,222 千円（前事業年度末比 7.0％増）となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により増加した資金は 256,880 千円（前年同期は 252,677 千円の増加）となりました。これは主に、税引前

四半期純利益 196,040 千円、当社顧客の決済代行額等の増加による預り金の増加 135,459 千円、法人税等の支払に伴う

減少 83,807 千円によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により減少した資金は 90,225 千円（前年同期は 118,413 千円の減少）となりました。これは主に、サーバ

ー購入等による有形固定資産の取得に伴う支出 48,557 千円、ソフトウェア開発等による無形固定資産の取得に伴う支

出 33,538 千円、関係会社株式の取得に伴う支出 8,130 千円によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により減少した資金は 69,622 千円（前年同期は 44,017 千円の減少）です。これは、配当金の支払によるも

のです。 

 
 
３．業績予想に関する定性的情報 

当社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おりません。 
 
 
４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

一般債権の貸倒見積額の算定方法 
当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前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) 四半期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 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準12号)

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指

針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５.【四半期財務諸表】 
 (1) 【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,483,222 1,386,184

売掛金 360,893 347,339

たな卸資産 13,601 13,512

前渡金 1,954 6,277

その他 124,128 111,912

貸倒引当金 △6,430 △5,877

流動資産合計 1,977,369 1,859,349

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 188,494 178,306

その他（純額） 8,067 8,785

有形固定資産合計 196,561 187,092

無形固定資産 90,555 48,744

投資その他の資産   

投資有価証券 253,646 273,230

敷金 92,861 92,861

その他 53,541 94,594

貸倒引当金 △10,000 △54,217

投資その他の資産合計 390,049 406,469

固定資産合計 677,166 642,305

資産合計 2,654,535 2,501,655

負債の部   

流動負債   

買掛金 86,584 71,254

未払金 101,894 101,953

未払法人税等 76,698 86,770

賞与引当金 41,864 38,805

前受金 118,720 136,229

預り金 841,180 705,721

その他 23,896 34,756

流動負債合計 1,290,840 1,175,491

負債合計 1,290,840 1,175,491
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 523,328 523,328

資本剰余金 539,408 539,408

利益剰余金 961,062 916,265

自己株式 △661,116 △661,116

株主資本合計 1,362,683 1,317,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,012 8,276

評価・換算差額等合計 1,012 8,276

純資産合計 1,363,695 1,326,163

負債純資産合計 2,654,535 2,501,655
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 (2) 【四半期損益計算書】 
     【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

売上高 1,585,201

売上原価 783,903

売上総利益 801,298

販売費及び一般管理費 590,923

営業利益 210,374

営業外収益  

受取利息 493

受取配当金 163

雑収入 683

営業外収益合計 1,340

営業外費用  

雑損失 33

営業外費用合計 33

経常利益 211,682

特別損失  

固定資産除却損 176

投資有価証券評価損 15,464

特別損失合計 15,641

税引前四半期純利益 196,040

法人税、住民税及び事業税 73,659

法人税等調整額 7,603

法人税等合計 81,262

四半期純利益 114,777
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     【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
 (自 平成20年７月１日 
   至 平成20年９月30日) 

売上高 800,478

売上原価 405,212

売上総利益 395,265

販売費及び一般管理費 293,748

営業利益 101,516

営業外収益  

受取利息 402

受取配当金 149

雑収入 552

営業外収益合計 1,104

営業外費用  

雑損失 6

営業外費用合計 6

経常利益 102,614

特別損失  

固定資産除却損 176

投資有価証券評価損 1,868

特別損失合計 2,045

税引前四半期純利益 100,569

法人税、住民税及び事業税 55,943

法人税等調整額 △14,375

法人税等合計 41,567

四半期純利益 59,002
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 (3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 196,040

減価償却費 47,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） 553

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,058

受取利息及び受取配当金 △657

為替差損益（△は益） △4

有形固定資産除却損 176

投資有価証券評価損益（△は益） 15,464

売上債権の増減額（△は増加） △31,062

仕入債務の増減額（△は減少） 19,651

未払金の増減額（△は減少） △17,146

預り金の増減額（△は減少） 135,459

その他の資産の増減額（△は増加） △18,004

その他の負債の増減額（△は減少） △11,225

小計 340,030

利息及び配当金の受取額 657

法人税等の支払額 △83,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,880

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 △48,557

無形固定資産の取得による支出 △33,538

関係会社株式の取得による支出 △8,130

貸付けによる支出 △8,000

貸付金の回収による収入 8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,225

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △69,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,622

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,037

現金及び現金同等物の期首残高 1,386,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,483,222
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 
(1) 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 金額(千円) 構成比
(％)

Ⅰ 売上高 1,414,670 100.0

Ⅱ 売上原価 684,505 48.4

  売上総利益 730,165 51.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 518,109 36.6

  営業利益 212,056 15.0

Ⅳ 営業外収益 4,046 0.3

Ⅴ 営業外費用 180 0.0

  経常利益 215,921 15.3

Ⅵ 特別利益 ― ―

Ⅶ 特別損失 7,038 0.5

  税引前中間純利益 208,883 14.8

  法人税、住民税及び事業税 85,528

  法人税等調整額 1,230 86,758 6.2

  中間純利益 122,125 8.6
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税引前中間純利益 208,883

  減価償却費 52,501

  貸倒引当金の減少額 △824

  賞与引当金の増加額 11,336

  受取利息及び受取配当金 △2,843

  為替差損 1

  投資有価証券売却益 △580

  投資有価証券売却損 175

  無形固定資産除去損 1,790

  投資有価証券評価損 1,725

  売上債権の減少額 36,163

  仕入債務の増加額 9,998

  未払金の減少額 △12,820

  預り金の増加額 74,806

  その他の資産の減少額 1,944

  その他の負債の減少額 △8,422

  小計 373,835

  利息及び配当金の受取額 2,554

  法人税等の支払額 △123,712

  営業活動によるキャッシュ・フロー 252,677

Ⅱ 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 △56,846

  無形固定資産の取得による支出 △15,251

  投資有価証券の取得による支出 △57,886

  投資有価証券の売却による収入 4,305

  関係会社株式の売却による収入 2,850

  貸付けによる支出 △20,000

  貸付金の回収による収入 24,416

  投資活動によるキャッシュ・フロー △118,413

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  配当金の支払額 △44,017

  財務活動によるキャッシュ・フロー △44,017

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 90,245

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,245,069

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,335,315
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