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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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３四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3四半期 3,804 ― 377 ― 381 ― 222 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 213百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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3四半期 5,233.93 5,232.57
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,944 1,758 44.0
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,735百万円 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、現時点では期末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 ― 0.00 ―
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、対前期増減率）

（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

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、平成24年３月期第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3Q 51,636 株 23年3月期 51,636 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 9,111 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3Q 42,524 株 23年3月期3Q 43,752 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、この10月までに、第一段階の整備

を終え、薄利多売の体制からの抜本改革をスタートしました。Ｅコマース市場は、スマートフォンの急速な台頭によ

り、流れが大きく変わってきていることに加え、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、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ことから、引き続き拡大

しております。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 3,804百万円、営業利益は 377百万円となりました。経

常利益は 381百万円となり、当四半期純利益につきましては、連結による特別利益の発生や株式評価損による特別損

失もあり、222百万円となりました。 

 

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の支配獲得日を第１四半期連結累計期間の末日とし

ているため、当第３四半期連結累計期間において、同社の６月30日から12月31日までの損益計算書を連結しておりま

す。また、当第３四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、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。 

 

報告セグメントの業績は、次のとおりです。 

 

（ＥＣ事業） 

 

Ｅコマース市場は引き続き拡大しており、また例年どおりに、第３四半期連結累計期間においては、クリスマスや

お歳暮を中心とした年末商戦などの季節要因による受注数の増加が反映されております。 

顧客店舗業績は、一部の大型店舗様の解約による流通額の減少を受け、受注数 597万回、流通額 698億円となり、

対前年同四半期比では受注数の増加に対し、流通額は微減となりましたが、フロウ（店舗の業績に連動）売上は 1,239

百万円（対前年同四半期比 14.2％増）と順調に拡大し、売上構成では、フロウ売上が全体の 39.1％（対前年同四半

期比 3.3ポイント増）となり、店舗獲得とともに、店舗業績拡大の施策に注力してきたことが寄与しております。 

 

ＯＥＭ供給を含めたサービス全体での累計契約件数は 34,127件となり、前期末に比べ 13,135契約の減少となって

います。その要因はＯＥＭ先の自社開発への転換です。一方で自社販路の店舗系サービスは 820店増と引き続き増加

しており、フロウ拡大に寄与しています。 

この３年間、当社では、店舗繁盛のためのトータルサービスの提供が可能である自社販路経由の店舗様の獲得に注

力しており、今後２、３年をかけ、システム部分のＯＥＭ提供が主となる依存販路から自社販路へとより一層の切り

替えを進めてまいります。 

 

なお、依存販路の減少によりストック（契約店舗数に連動）売上へのマイナス影響がしばらく発生しますが、流通

総額への影響は軽微であり、むしろ、自社販路経由の店舗様の増加が流通総額の増大に大きく寄与するものと考えて

おります。 

 

また、期初の計画どおり、数年先を視野に入れた事業づくりのため、体制、開発ともに積極的な事業投資策を行っ

てきた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 3,172百万円、営業利益は 384百万円となりました。 
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（広告事業） 

 

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において、ＷＥＢマーケティングサービスを提供しており

ます。 

当該市場の成長率は著しく、現時点においては事業規模拡大のため、利益率よりも広告取扱総量の増大を重視して

おり、当第３四半期連結累計期間の売上高は対前年同四半期比２倍超の 631百万円となりました。また、連結に伴う

会計処理の変更等により営業損失は 4百万円となりましたが、利益率は薄いものの構造的に利益が残る事業となって

おります。 

 

第１四半期連結累計期間より同社を連結子会社としたことに伴い、同社の事業を新たに報告セグメントに区分して

おります。 

 

（期末までの取り組み） 

 

改革の第二段階に向けて、引き続き来期に掛けて、事業への投資を続けてまいります。当該期末までは、顧客店舗

の業績アップに必要となる機能開発を中心に行ってゆきますが、来期むかえる改革の第二段階においては、2012年度

に予測しているトラフィック爆発（スマホトラフィックによる）に備え、安定化と高速化を基軸とした施策を展開す

る計画により、受注増に備えてまいります。 

 

広告事業においては、株式会社プレシジョンマーケティングの業績はもとより、ショップサーブ顧客を中心とした、

広告請負事業が動き始めており、いっそうの店舗業績貢献に相対して、フロウ収益増を目指してまいります。
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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 

平成24年３月期 

第２四半期 

平成24年３月期 

第３四半期 

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） 

273  

(45) 

(31) 

(197) 

190  

(24) 

(31) 

(135) 

197  

(21) 

(36) 

(140) 

53  

(24) 

(29) 

(0) 

41  

(22) 

(18) 

(1) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

1,584  

(184) 

(333) 

(1,067) 

1,379  

(176) 

(275) 

(928) 

1,561  

(156) 

(314) 

(1,091) 

9,552  

(136) 

(292) 

(9,124) 

3,801  

(167) 

(262) 

(3,372) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

27,650  

(3,562) 

(7,804) 

(16,284) 

26,461  

(3,410) 

(7,560) 

(15,491) 

25,097  

(3,275) 

(7,282) 

(14,540) 

15,598  

(3,163) 

(7,019) 

(5,416) 

11,838 

(3,018) 

(6,775) 

(2,045) 
 

 

ショッピングカートＡＳＰ件数推移 

 
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 

平成24年３月期 

第２四半期 

平成24年３月期 

第３四半期 

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） 

4  

(4) 

(0) 

(-) 

0  

(0) 

(0) 

(-) 

2  

(2) 

(0) 

(-) 

0  

(0) 

(0) 

(-) 

3  

(3) 

(0) 

(-) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

59  

(51) 

(8) 

(-) 

30  

(26) 

(4) 

(-) 

38  

(22) 

(16) 

(-) 

41  

(24) 

(17) 

(-) 

30  

(16) 

(14) 

(-) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

715  

(458) 

(257) 

(-) 

685  

(432) 

(253) 

(-) 

649  

(412) 

(237) 

(-) 

608  

(388) 

(220) 

(-) 

581  

(375) 

(206) 

(-) 
 

 

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 

平成24年３月期 

第２四半期 

平成24年３月期 

第３四半期 

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） 

2,030  

(1,248) 

(262) 

(520) 

1,610  

(976) 

(254) 

(380) 

1,722  

(1,063) 

(269) 

(390) 

1,600  

(1,237) 

(253) 

(110) 

1,095  

(910) 

(185) 

(0) 

解約件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

813  

(579) 

(130) 

(104) 

845  

(629) 

(133) 

（83) 

870  

(637) 

(146) 

（87) 

949  

(682) 

(155) 

（112) 

1,006  

(720) 

(174) 

（112) 

累計件数 

（内 直販件数） 

（内 代理店販売件数） 

（内 ＯＥＭ販売件数） 

19,351  

(10,139) 

(2,711) 

(6,501) 

20,116  

(10,486) 

(2,832) 

(6,798) 

20,968  

(10,912) 

(2,955) 

(7,101) 

21,619  

(11,467) 

(3,053) 

(7,099) 

21,708  

(11,657) 

(3,064) 

(6,987) 
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(契約件数と売上・利益の四半期推移)  

 

48,209  47,865  47,716  47,262  46,714  

37,825  

34,127  

11,187  10,950  10,772  10,645  10,474  10,292  

10,045  

13,402  13,676  14,159  14,328  14,599  15,018  15,050  

23,620  23,239  22,785  22,289  21,641  

12,515  

9,032  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

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 

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） 

平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

累計契約件数 
（件） 

営業・経常利益 
（千円） 

売上高（千円） 

平成 24 年３月期 平成 23 年３月期 

148,865  
140,136  

194,584  

120,100  
161,251  

88,923  

127,795  

151,722  
141,699  

195,839  

102,706  

161,510  

90,453  

129,287  

988,651  985,006  
1,058,513  1,036,808  

1,050,073  

1,325,009  
1,429,651  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

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 

営業利益（千円） 

経常利益（千円） 

売上高（千円） 

 

（注）１ 上表の「契約件数の四半期推移」の当第３四半期における減少要因は、システム部分のＯＥＭ提供が主

となる依存販路（大型代理店、ＯＥＭ供給先を通した販売）を縮小し、店舗繁盛のためのトータルサービ

スが提供可能である自社販路（直販、小規模代理店を通した販売）へとより一層の切り替えを進めている

ためです。今後２、３年は、依存販路の減少によりストック（契約店舗数に連動）売上へのマイナス影響

がしばらく発生しますが、流通総額への影響は軽微であり、むしろ、自社販路経由の店舗様の増加が流通

総額の増大に大きく寄与するものと考えております。 

２ 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、連結子会社の支配獲得日を第１四半期連結累計期間

の末日としたため、実質的には第２四半期会計期間から連結による影響が発生しています。 

累計契約件数 
（件） 
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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３四半期連結会計期間における総資産は、3,944百万円となりました。 

当第３四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３四半期連結会計期間における資産の残高は、3,944百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金 

2,371百万円、売掛金 671百万円、無形固定資産 318百万円、工具、器具及び備品 176百万円、敷金 116百万円

です。 

（負債) 

当第３四半期連結会計期間における負債の残高は、2,186百万円となりました。その主な内訳は、預り金 1,662

百万円、買掛金 206百万円、前受金 107百万円、未払金 66百万円です。 

（純資産) 

当第３四半期連結会計期間における純資産の残高は、1,758百万円となりました。その主な内訳は、資本金 523

百万円、資本剰余金 539百万円、利益剰余金 1,666百万円、自己株式 991百万円であり、自己資本比率は 44.0％

となりました。 

 

なお、当第３四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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,371,509

売掛金 671,358

原材料及び貯蔵品 5,496

前渡金 46,378

その他 123,749

貸倒引当金 △6,014

流動資産合計 3,212,477

固定資産  

有形固定資産  

工具、器具及び備品（純額） 176,562

その他（純額） 17,897

有形固定資産合計 194,459

無形固定資産 318,368

投資その他の資産  

投資有価証券 43,493

関係会社株式 28,505

敷金 116,544

その他 40,423

貸倒引当金 △10,000

投資その他の資産合計 218,966

固定資産合計 731,793

資産合計 3,944,271

負債の部  

流動負債  

買掛金 206,882

未払金 66,396

未払法人税等 1,329

賞与引当金 39,919

前受金 107,544

預り金 1,662,704

1年内返済予定の長期借入金 6,000

その他 68,280

流動負債合計 2,159,057

固定負債  

資産除去債務 10,457

長期借入金 16,500

固定負債合計 26,957

負債合計 2,186,015
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 523,328

資本剰余金 539,416

利益剰余金 1,666,227

自己株式 △991,853

株主資本合計 1,737,119

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △1,442

その他の包括利益累計額合計 △1,442

新株予約権 2,239

少数株主持分 20,339

純資産合計 1,758,256

負債純資産合計 3,944,271
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,804,734

売上原価 2,543,159

売上総利益 1,261,575

販売費及び一般管理費 883,604

営業利益 377,970

営業外収益  

投資有価証券売却益 4,690

受取利息 665

受取配当金 953

雑収入 1,039

営業外収益合計 7,348

営業外費用  

投資有価証券売却損 1,846

支払利息 523

為替差損 1,623

雑損失 74

営業外費用合計 4,067

経常利益 381,251

特別利益  

投資有価証券売却益 2,260

段階取得に係る差益 12,320

その他 108

特別利益合計 14,689

特別損失  

関係会社株式評価損 6,389

債権放棄損 3,203

特別損失合計 9,592

税金等調整前四半期純利益 386,348

法人税、住民税及び事業税 121,498

法人税等調整額 45,239

法人税等合計 166,737

少数株主損益調整前四半期純利益 219,610

少数株主損失（△） △2,956

四半期純利益 222,567
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 219,610

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △6,451

その他の包括利益合計 △6,451

四半期包括利益 213,159

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 216,618

少数株主に係る四半期包括利益 △3,458
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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 

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、参考までに前事業年度末に係る(要約)

貸借対照表、前第３四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３四半期累計期間） 

（単位：千円） 

 

 

 

 前第３四半期累計期間 

（自 平成 22年４月 １ 日 

  至 平成 22年 12月 31日） 

売上高 3,032,172 

売上原価 1,684,643 

売上総利益 1,347,528 

販売費及び一般管理費 863,942 

営業利益 483,586 

営業外収益  

受取利息 3,430 

受取配当金 165 

雑収入 814 

投資有価証券割当益 1,783 

営業外収益合計 6,193 

営業外費用  

自己株式取得費用 478 

雑損失 39 

営業外費用合計 518 

経常利益 489,261 

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  

固定資産除却損 15,576 

投資有価証券評価損 12,707 

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 44,688 

税引前四半期純利益 467,572 

法人税、住民税及び事業税 186,702 

法人税等調整額 △7,663 

法人税等合計 194,366 

四半期純利益 273,206 
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	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、この10月までに、第一段階の整備を終え、薄利多売の体制からの抜本改革をスタートしました。Ｅコマース市場は、スマートフォンの急速な台頭により、流れが大きく変わってきていることに加え、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、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ことから、引き続き拡大しております。
	以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 3,804百万円、営業利益は 377百万円となりました。経常利益は 381百万円となり、当四半期純利益につきましては、連結による特別利益の発生や株式評価損による特別損失もあり、222百万円となりました。
	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の支配獲得日を第１四半期連結累計期間の末日としているため、当第３四半期連結累計期間において、同社の６月30日から12月31日までの損益計算書を連結しております。また、当第３四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、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。
	報告セグメントの業績は、次のとおりです。
	（ＥＣ事業）
	Ｅコマース市場は引き続き拡大しており、また例年どおりに、第３四半期連結累計期間においては、クリスマスやお歳暮を中心とした年末商戦などの季節要因による受注数の増加が反映されております。
	顧客店舗業績は、一部の大型店舗様の解約による流通額の減少を受け、受注数 597万回、流通額 698億円となり、対前年同四半期比では受注数の増加に対し、流通額は微減となりましたが、フロウ（店舗の業績に連動）売上は 1,239百万円（対前年同四半期比 14.2％増）と順調に拡大し、売上構成では、フロウ売上が全体の 39.1％（対前年同四半期比 3.3ポイント増）となり、店舗獲得とともに、店舗業績拡大の施策に注力してきたことが寄与しております。
	ＯＥＭ供給を含めたサービス全体での累計契約件数は 34,127件となり、前期末に比べ 13,135契約の減少となっています。その要因はＯＥＭ先の自社開発への転換です。一方で自社販路の店舗系サービスは 820店増と引き続き増加しており、フロウ拡大に寄与しています。
	この３年間、当社では、店舗繁盛のためのトータルサービスの提供が可能である自社販路経由の店舗様の獲得に注力しており、今後２、３年をかけ、システム部分のＯＥＭ提供が主となる依存販路から自社販路へとより一層の切り替えを進めてまいります。
	なお、依存販路の減少によりストック（契約店舗数に連動）売上へのマイナス影響がしばらく発生しますが、流通総額への影響は軽微であり、むしろ、自社販路経由の店舗様の増加が流通総額の増大に大きく寄与するものと考えております。
	また、期初の計画どおり、数年先を視野に入れた事業づくりのため、体制、開発ともに積極的な事業投資策を行ってきた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 3,172百万円、営業利益は 384百万円となりました。
	（広告事業）
	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において、ＷＥＢマーケティングサービスを提供しております。
	当該市場の成長率は著しく、現時点においては事業規模拡大のため、利益率よりも広告取扱総量の増大を重視しており、当第３四半期連結累計期間の売上高は対前年同四半期比２倍超の 631百万円となりました。また、連結に伴う会計処理の変更等により営業損失は 4百万円となりましたが、利益率は薄いものの構造的に利益が残る事業となっております。
	第１四半期連結累計期間より同社を連結子会社としたことに伴い、同社の事業を新たに報告セグメントに区分しております。
	（期末までの取り組み）
	改革の第二段階に向けて、引き続き来期に掛けて、事業への投資を続けてまいります。当該期末までは、顧客店舗の業績アップに必要となる機能開発を中心に行ってゆきますが、来期むかえる改革の第二段階においては、2012年度に予測しているトラフィック爆発（スマホトラフィックによる）に備え、安定化と高速化を基軸とした施策を展開する計画により、受注増に備えてまいります。
	広告事業においては、株式会社プレシジョンマーケティングの業績はもとより、ショップサーブ顧客を中心とした、広告請負事業が動き始めており、いっそうの店舗業績貢献に相対して、フロウ収益増を目指してまいります。 (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
	(契約件数と売上・利益の四半期推移)
	（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３四半期連結会計期間における総資産は、3,944百万円となりました。
	当第３四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)
	（負債)
	（純資産)


	なお、当第３四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。
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