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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第18期

第３四半期
連結累計期間

第19期
第３四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高
（千円）

2,783,989 2,974,230 3,858,664

（第３四半期連結会計期間） (970,859) (938,469)  

経常利益 （千円） 403,009 688,164 706,505

四半期（当期）純利益
（千円）

153,702 425,516 334,665

（第３四半期連結会計期間） (92,155) (123,605)  

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 154,082 430,655 333,178

純資産額 （千円） 5,086,969 5,604,696 5,266,011

総資産額 （千円） 6,737,507 7,477,718 7,092,566

１株当たり四半期

（当期）純利益金額 （円）
12.50 34.75 27.25

（第３四半期連結会計期間） (7.53) (10.09)  

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 34.64 27.23

自己資本比率 （％） 75.5 74.9 74.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 554,872 634,821 885,803

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △46,352 △23,743 △50,961

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △594,551 △92,098 △594,772

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 5,591,773 6,463,218 5,919,161

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　     ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．四半期連結財務諸表規則第64条第４項及び第83条の２第３項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結

損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を作成しております。

　　　　４．四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

　　　　５．平成25年10月１日付で、普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。これに伴い第18期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

　　　　６．第18期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　　　第３四半期累計期間における、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は2,974,230千円（前年同四半期比6.8％

増）、営業利益は668,071千円（前年同四半期比77.3％増）、経常利益688,164千円（前年同四半期70.8％増）、

四半期純利益は425,516千円（前年同四半期比176.8％増）となりました。

　売上高については、広告事業及びＳＮＳ事業において収益の基盤となるディスプレイ広告やネットワーク広告

の売上が増加したことが全体を牽引しました。

　利益においては売上高の増加に加え、前連結会計年度に実施したコスト構造見直しの結果による販売費及び一

般管理費の減少により、前年同四半期比で全事業増益となりました。特に海外事業の増益に関しては、当社連結

子会社でありますCARVIEW KENYA LIMITEDにおける利益構造の改善も相当に寄与しております。

 

　セグメントの業績は以下の通りであります。

 

（国内事業）

平成26年４月の消費税増税に伴う影響で、国内事業の主要サービスである「中古車査定仲介サービス」の利用

者数は前年に比して減少傾向にありました。さらに同年11月に、次回平成27年10月に予定されていた消費税再増

税の延期が発表されたことで、消費者の自動車買替意向は低下し、同サービス利用者数の減少がさらに進行しま

した。当第３四半期連結累計期間における同サービス利用者数は106千人（前年同四半期比15.0％減）となり、一

方で１申し込み当たりの平均選択事業者数（９ヶ月平均）は5.1社（前年同四半期は4.2社）と上昇しました。

その結果、売上高は729,566千円（前年同四半期比1.3％減）、販売費及び一般管理費を抑制することでセグメ

ント利益は124,040千円（前年同四半期比28.5％増）となりました。

 

（広告事業）

　広告事業は、平成25年6月にリニューアルされた新サイト「carview!」の運営が軌道に乗り、今年度初頭より

ディスプレイ広告を中心に前年を上回る売上をあげてまいりました。一方、当第３四半期連結会計期間（３ヶ月

間）においてはディスプレイ広告、タイアップ広告とも受注に苦戦し、前年同四半期が東京モーターショー開催に

伴う広告需要増大に恵まれたこともあって、前年同四半期に比して減収減益となりました。しかしながら第２四半

期累計期間までの販売好調に支えられ、当第３四半期連結累計期間においては前年を上回る売上を保つことができ

ました。

その結果、売上高は455,415千円（前年同四半期比23.8%増）、セグメント利益は176,384千円（前年同四半期比

45.6％増）となりました。

 

（ＳＮＳ事業）

ＳＮＳ事業は、自動車関連事業者向けブログ等のサービスを提供する「みんカラ＋（プラス）」の利用事業者

数は前年同四半期に比して減少したものの、タイアップ広告による収入が引き続き前年を大きく上回りました。

また、広告枠の追加等によりネットワーク広告の配信効率が向上したことで、こちらも売上増加に大きく寄与し

ました。販管費及び一般管理費は引き続き前年同四半期に比して増加したものの、売上高の大幅な増加がそれを

上回りました。

その結果、売上高は586,691千円（前年同四半期比18.6%増）、セグメント利益は87,811千円（前年同四半期比

632.2％増）となりました。
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（海外事業）

海外事業は、売上の大部分を車両掲載サービスならびに収入代行サービス「PayTrade」により計上しておりま

すが、この度平成26年12月にこれらの売上ポートフォリオに変化を生じさせる料金体系の変更を行いました。こ

の施策により車両掲載サービスの売上は減少し、「PayTrade」の売上は増加しましたが、当第３四半期連結会計

期間（３ヶ月間）において両サービスからの合計売上高は増加しました。また「PayTrade」のその他の付帯サー

ビスについては引き続き堅調に推移しました。さらに、当社連結子会社でありますCARVIEW KENYA LIMITEDの利益

構造改善が進んだことのほか、費用の見直しにより、販売費及び一般管理費が抑制されました。

　その結果、売上高は1,216,861千円（前年同四半期比1.8%増）、セグメント利益は512,212千円（前年同四半期

比29.6％増）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結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、6,463,218千円

(前年同四半期比871,444千円増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりでありま

す。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、634,821千円(前年同四半期比79,949千円増)となりました。これは、主に税金

等調整前四半期純利益673,583千円の計上によるものであります。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、23,743千円(前年同四半期比22,609千円減)となりました。これは、主に無形

固定資産の取得による支出20,678千円によるものであります。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は、92,098千円(前年同四半期比502,453千円減)となりました。これは、配当金の

支払による支出91,975千円によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処のすべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 43,904,000

計 43,904,000

 

 

②【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成27年２月12日）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 12,665,600 12,665,600 東京証券取引所（マザーズ）
単元株式数

100株

計 12,665,600 12,665,600 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成26年10月１日～

　平成26年12月31日
－ 12,665,600 － 1,577,757 － 1,713,919
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

　　　　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

　　　　載することができないことから、直前の基準日（平成26年12月26日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

　　　　す。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　　－ － －

議決権制限株式（その他） 　　－ 　　－ －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式 419,500 　　－ 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,245,800 122,458 単元株式数 100株

単元未満株式 　　300 －
１単元(100株)

未満の株式

発行済株式総数 12,665,600 － －

総株主の議決権 － 122,458 －

（注）「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式58株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割

合（％）

株式会社カービュー
東京都中央区晴海

一丁目８番10号
419,500 － 419,500 3.31

計 － 419,500 － 419,500 3.31

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は、419,558株であります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

　また、四半期連結財務諸表規則第64条第４項及び第83条の２第３項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結

損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,919,161 6,463,218

売掛金 445,528 341,147

仕掛品 65 223

前払費用 51,850 68,208

繰延税金資産 86,867 65,343

その他 59,808 82,674

貸倒引当金 △25,028 △12,819

流動資産合計 6,538,254 7,007,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,927 37,312

工具、器具及び備品（純額） 93,302 53,953

その他（純額） 1,469 1,204

有形固定資産合計 136,698 92,470

無形固定資産   

商標権 30,960 28,166

ソフトウエア 262,634 225,983

その他 12,625 12,054

無形固定資産合計 306,220 266,204

投資その他の資産   

投資有価証券 － 769

繰延税金資産 27,280 23,909

差入保証金 84,111 86,368

投資その他の資産合計 111,392 111,047

固定資産合計 554,311 469,722

資産合計 7,092,566 7,477,718
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 75,912 53,946

未払金 165,216 122,392

未払費用 180,932 53,883

未払法人税等 231,778 103,195

未払消費税等 62,994 82,651

賞与引当金 － 82,150

役員賞与引当金 － 7,200

預り金 991,668 1,242,344

その他 87,448 94,231

流動負債合計 1,795,949 1,841,994

固定負債   

資産除去債務 30,605 31,027

固定負債合計 30,605 31,027

負債合計 1,826,554 1,873,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,577,757 1,577,757

資本剰余金 1,713,919 1,713,919

利益剰余金 2,480,554 2,814,224

自己株式 △509,944 △510,068

株主資本合計 5,262,286 5,595,834

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － △26

為替換算調整勘定 402 5,567

その他の包括利益累計額合計 402 5,540

新株予約権 3,322 3,322

純資産合計 5,266,011 5,604,696

負債純資産合計 7,092,566 7,477,718
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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）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 2,783,989 2,974,230

売上原価 595,961 626,251

売上総利益 2,188,027 2,347,978

販売費及び一般管理費 1,811,193 1,679,907

営業利益 376,833 668,071

営業外収益   

受取利息 3,195 3,004

為替差益 14,418 22,697

その他 12,058 7,175

営業外収益合計 29,672 32,878

営業外費用   

自己株式取得費用 3,427 2

公開買付関連費用 － 12,781

その他 68 1

営業外費用合計 3,496 12,784

経常利益 403,009 688,164

特別損失   

固定資産売却損 8,293 384

固定資産除却損 14,369 －

減損損失 30,009 －

支社閉鎖損失 52,510 －

損害賠償金 － 14,197

その他 1,678 －

特別損失合計 106,861 14,581

税金等調整前四半期純利益 296,148 673,583

法人税、住民税及び事業税 119,348 223,171

法人税等調整額 23,096 24,894

法人税等合計 142,445 248,066

少数株主損益調整前四半期純利益 153,702 425,516

四半期純利益 153,702 425,516

 

EDINET提出書類

株式会社カービュー(E05693)

四半期報告書

10/25



【第３四半期連結会計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 970,859 938,469

売上原価 200,319 192,007

売上総利益 770,540 746,462

販売費及び一般管理費 616,169 555,519

営業利益 154,371 190,943

営業外収益   

受取利息 887 1,045

為替差益 9,160 12,797

その他 4,100 1,185

営業外収益合計 14,148 15,028

営業外費用   

公開買付関連費用 － 12,781

その他 － 1

営業外費用合計 － 12,783

経常利益 168,519 193,189

特別損失   

固定資産売却損 3,852 －

固定資産除却損 8,951 －

その他 1,678 －

特別損失合計 14,482 －

税金等調整前四半期純利益 154,037 193,189

法人税、住民税及び事業税 51,945 70,766

法人税等調整額 9,936 △1,182

法人税等合計 61,881 69,583

少数株主損益調整前四半期純利益 92,155 123,605

四半期純利益 92,155 123,605
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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）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 153,702 425,516

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △26

為替換算調整勘定 379 5,165

その他の包括利益合計 379 5,138

四半期包括利益 154,082 430,655

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 154,082 430,655
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【第３四半期連結会計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 92,155 123,605

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 29

為替換算調整勘定 △1,436 3,778

その他の包括利益合計 △1,436 3,808

四半期包括利益 90,718 127,413

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 90,718 127,413
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 296,148 673,583

減価償却費 135,328 107,734

減損損失 30,009 －

損害賠償金 － 14,197

公開買付関連費用 － 12,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,290 △25,530

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,000 82,150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 35,000 7,200

受取利息及び受取配当金 △3,195 △3,004

為替差損益（△は益） △8,388 △20,068

固定資産売却損益（△は益） 8,293 384

固定資産除却損 14,369 －

支社閉鎖損失 52,510 －

その他の特別損益（△は益） 1,678 －

売上債権の増減額（△は増加） △23,150 117,850

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,334 △157

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,017 －

その他の資産の増減額（△は増加） 44,266 △38,752

仕入債務の増減額（△は減少） △18,421 △21,965

未払金の増減額（△は減少） △32,215 △44,665

未払費用の増減額（△は減少） △44,018 △127,052

未払消費税等の増減額（△は減少） 43,137 19,656

預り金の増減額（△は減少） 102,116 249,728

その他の負債の増減額（△は減少） △55,988 3,595

その他 815 －

小計 613,356 1,007,664

利息及び配当金の受取額 2,481 2,835

法人税等の支払額 △60,966 △348,699

損害賠償金の支払額 － △14,197

公開買付関連費用の支払額 － △12,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,872 634,821

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 △32,054 －

有形固定資産の売却による収入 2,394 －

無形固定資産の取得による支出 △58,145 △20,678

投資有価証券の取得による支出 － △796

差入保証金の差入による支出 △10,291 △2,450

差入保証金の回収による収入 51,744 181

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,352 △23,743

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 10,033 －

自己株式の取得による支出 △513,372 △123

配当金の支払額 △94,588 △91,975

新株予約権の発行による収入 3,375 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,551 △92,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,589 25,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,443 544,056

現金及び現金同等物の期首残高 5,665,216 5,919,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,591,773 ※ 6,463,218
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

破産更生債権等 33,838千円 20,369千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりで

あります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

現金及び預金勘定 5,591,773千円 6,463,218千円

現金及び現金同等物 5,591,773 6,463,218
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月14日

定時株主総会
普通株式 94,755 1,500  平成25年３月31日  平成25年６月17日 利益剰余金

（注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき200株の割合で株式分割し、１単元の株式の

数を100株とする単元株式制度を採用しております。上記の１株当たり配当額は当該株式分割が行われる前の金額

を記載しております。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成25年４月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。これにより、

当第３四半期連結累計期間において、自己株式が509,944千円増加し、当第３四半期連結会計期間末におい

て509,944千円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月18日

定時株主総会
普通株式 91,846 7.5  平成26年３月31日  平成26年６月19日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい金額

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12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

    （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 738,859 359,736 490,000 1,195,392 2,783,989

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 8,084 4,778 － 12,863

計 738,859 367,820 494,779 1,195,392 2,796,852

セグメント利益 96,558 121,101 11,993 395,105 624,758

 

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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 624,758

全社費用（注） △247,924

四半期連結損益計算書の営業利益 376,833

（注）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。

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

 大阪支社閉鎖の決定に伴い、報告セグメントに含まれない全社資産の減損損失を認識するに至りました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、30,009千円であります。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12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

    （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 729,566 447,418 580,384 1,216,861 2,974,230

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 7,997 6,306 － 14,304

計 729,566 455,415 586,691 1,216,861 2,988,534

セグメント利益 124,040 176,384 87,811 512,212 900,448

 

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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 900,448

全社費用（注） △232,377

四半期連結損益計算書の営業利益 668,071

（注）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。

 

３．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。
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Ⅲ　前第３四半期連結会計期間（自　平成25年10月１日　至　平成25年12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

    （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 250,133 151,186 191,648 377,891 970,859

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,616 1,338 － 2,954

計 250,133 152,802 192,986 377,891 973,814

セグメント利益 37,751 68,313 21,568 138,128 265,762

 

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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 265,762

全社費用（注） △111,391

四半期連結損益計算書の営業利益 154,371

（注）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。

 

３．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。
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Ⅳ　当第３四半期連結会計期間（自　平成26年10月１日　至　平成26年12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

    （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 国内事業 広告事業 SNS事業 海外事業

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 203,246 133,062 209,347 392,813 938,469

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,990 1,480 － 3,471

計 203,246 135,053 210,827 392,813 941,941

セグメント利益 17,090 52,050 41,528 157,110 267,780

 

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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 267,780

全社費用（注） △76,836

四半期連結損益計算書の営業利益 190,943

（注）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。

３.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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 12円50銭 34円75銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 153,702 425,516

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 153,702 425,516

普通株式の期中平均株式数（株） 12,295,149 12,246,142

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 34円64銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 36,904

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

―――――――

 

―――――――

（注）１．当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株と

する単元株制度を採用しています。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して

１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しています。

２．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 7円53銭 10円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 92,155 123,605

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 92,155 123,605

普通株式の期中平均株式数（株） 12,246,200 12,246,087

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 10円04銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 70,132

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

―――――――

 

―――――――

（注）１．当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を200株に分割し、１単元の株式の数を100株と

する単元株制度を採用しています。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して

１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しています。

２．前第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社カービュー(E05693)

四半期報告書

23/25



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２７年２月６日

株式会社カービュー

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 向　　眞生　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鴫原　泰貴　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社カービューの平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第３四

半期連結会計期間（平成２６年１０月１日から平成２６年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計

期間（平成２６年４月１日から平成２６年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比

べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カービュー及び連結子会

社の平成２６年１２月３１日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３

四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

EDINET提出書類

株式会社カービュー(E05693)

四半期報告書

24/25



利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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