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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】

連結経営指標等
　

回次
第５期

第３四半期連結
累計期間

第６期
第３四半期連結
累計期間

第５期
第３四半期連結
会計期間

第６期
第３四半期連結
会計期間

第５期

会計期間

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    12月31日

売上高 (千円) 1,425,6002,084,218647,189 764,1692,169,047

経常利益 (千円) 231,839 323,078 96,008 108,684 402,770

四半期(当期)純利益 (千円) 126,765 147,553 44,624 56,356 216,766

純資産額 (千円) - - 1,136,7561,347,0311,223,585

総資産額 (千円) - - 1,464,2881,655,4411,671,695

１株当たり純資産額 (円) - - 275.73 330.22 296.80

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 31.70 37.02 11.16 14.15 54.21

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) - - - - -

自己資本比率 (％) - - 75.3 79.5 70.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 151,585 74,434 - - 313,772

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △278,889△148,228 - - △330,052

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 83,610 △54,211 - - 72,804

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) - - 270,450 242,663 370,668

従業員数 (名) - - 121 145 119

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

　なお、第１四半期連結会計期間より、「ASP事業」を「クラウドサービス事業」、「Agent事業」を「エー

ジェント事業」へとセグメント名称を変更しております。

　詳細は、「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報）」をご参照ください。

　
３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況
　 平成22年９月30日現在

従業員数(名)
145
(25)

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（ ）外数で記載し

ております。

２　従業員数が当第３四半期連結会計期間において14名増加しております。主な理由はクラウドサービス事業及び

エージェント事業での業容拡大によるものであります。

　
(2) 提出会社の状況
　 平成22年９月30日現在

従業員数(名)
142
(24)

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員（パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は（ ）外数で記載し

ております。

２　従業員数が当第３四半期会計期間において14名増加しております。主な理由はクラウドサービス事業及びエー

ジェント事業での業容拡大によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

エージェント事業 111,680 ＋70.7

合計 111,680 ＋70.7

(注) １  クラウドサービス事業、eホールセール事業については、該当ありません。
２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

eホールセール事業 233,463 ＋13.9

合計 233,463 ＋13.9

(注) １　クラウドサービス事業、エージェント事業については、該当ありません。
２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

エージェント事業 239,997 ＋64.3 152,642 ＋706.3

合計 239,997 ＋64.3 152,642 ＋706.3

(注) １  クラウドサービス事業、eホールセール事業については、該当ありません。
２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(4) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

クラウドサービス事業 269,554 ＋22.5

エージェント事業 209,190 ＋26.1

eホールセール事業 285,424 ＋9.3

合計 764,169 ＋18.1

(注) １  セグメント間の取引については相殺消去しております。
２  総販売実績に対する割合が10％以上の相手先はありません。
３  上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　
３ 【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は行われておりません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載のうち将来に関する事項は、本四半期報告書提出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)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、

企業の景況感は改善しているものの、不安定な国際金融情勢と急激な円高による景気悪化の懸念により、

先行き不透明な状況が続いており、中小企業を中心に設備投資の抑制や厳しい雇用情勢が依然として続

いています。

　当社が属するインターネット市場は、利用人口こそ飽和状態を迎え、増加に鈍化がみられますが、ブロー

ドバンド回線の高品質化や携帯電話を使った高速通信等、インターネットを取り巻く環境は日々変化し

ております。特に、自前でシステムを構築することなく、低いコストで高いセキュリティを実現できるク

ラウドコンピューティングは、平成21年に1,406億円であった市場規模が、平成23年には3,057億円、平成

27年には7,438億円に達するものと予測されております。(「クラウドコンピューティング市場に関する

調査結果 2009」　矢野経済研究所）

　このような状況のもと、当社においては、昨年整備、強化を進めたセールスパートナー制度が軌道に乗る

とともに、クラウドコンピューティングへの注目の高まりを受け、主力サービスSynergy!を、大手、中小企

業を問わず、様々な業種業態の企業に対して営業活動を展開しました。その結果、主力サービスSynergy!

の有効アカウント数が、平成21年12月末の1,371件から258件増加し、平成22年９月末では1,629件と順調

に増加しました。

　一方で、今後のクラウドコンピューティングに対する急激な需要の拡大は、当社にとって大きなビジネ

スチャンスとの認識のもと、多様な販路開拓や営業体制の充実、強化、また開発面においても、急速に変化

する市場環境、顧客ニーズに迅速に対応するため開発体制の整備、強化を推し進めるべく、来期以降に予

定していました人材の採用を当第３四半期連結会計期間に積極的に行ないました。このため、当第３四半

期連結会計期間では、特に採用費や研修費等を中心に販売費及び一般管理費が増加しました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は764,169千円（前年同期比18.1％増）、営業利益は

108,671千円（前年同期比13.3％増）、経常利益は108,684千円（前年同期比13.2％増）となり、四半期純

利益は56,356千円（前年同期比26.3％増）となりました。

　
事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。

① クラウドサービス事業

　クラウドサービス事業は、昨今のクラウドサービスに対する関心の高まりを背景に、主力サービス

Synergy!の低コストで導入可能な利点を訴求し、企業の経費削減のニーズを取り込んだ営業活動を展開

し、新たな顧客の開拓に努めました。

　以上の結果、売上高は269,554千円（前年同期比22.5％増）、営業利益は104,196千円（前年同期比

48.8％増）となりました。
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② エージェント事業

　エージェント事業は、当社クラウドサービスを利用している既存顧客に対して、システム開発やメール

配信代行、広告代理等の受託業務の提案を行っており、売上高は209,190千円（前年同期比26.1％増）、営

業損失は14,537千円となりました。

③ eホールセール事業

　eホールセール事業は、連結子会社である株式会社ビーネットがＥＣショップ向けに商品の卸売りを行

う事業であり、売上高は285,424千円（前年同期比9.3％増）、営業利益は15,669千円（前年同期比25.4％

減）となりました。

　
（2）財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて96,790千円減少し、666,182千円となりました。これは、当連結

会計年度内に予定している本社移転に伴う敷金の支払や法人税等の中間納付により、現金及び預金が

98,005千円、受取手形及び売掛金が31,655千円減少したこと、仕掛品が51,939千円増加したことなどによ

ります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて80,535千円増加し、989,258千円となりました。これは、投資その

他の資産のその他に含まれている本社移転に伴う敷金が60,148千円増加したこと、投資有価証券が時価

の回復により26,907千円増加したことなどが要因であります。

　この結果、総資産は、1,655,441千円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて115,700千円減少し、272,409千円となりました。これは、未払法

人税等が83,098千円、未払金が43,713千円減少したこと、本社移転に備えて本社移転費用引当金を30,000

千円計上したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて24,000千円減少し、36,000千円となりました。これは、長期借入

金24,000千円を１年内返済予定の長期借入金に振替えたことによります。 

　この結果、負債合計は、308,409千円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて123,446千円増加し、1,347,031千円となりました。これは、主

に利益剰余金が119,595千円増加したことなどによります。

　
（3）キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、8,421千円となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益108,684千円、法人税等の支払額99,231千円などによるものであり

ます。

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、88,821千円となりました。これ

は主に、敷金の差入による支出60,148千円、自社開発ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出

14,446千円、定期預金の預入による支出10,000千円によるものであります。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

当第３四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、8,330千円となりました。これ

は長期借入金の返済による支出8,000千円、配当金の支払額330千円によるものであります。

　
（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき事実上及び財務上の課題について

重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　
（5）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における研究開発活動の金額は、4,442千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重

要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【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 8,000,000

計 8,000,000

　
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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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 3,999,200 4,108,601
大阪証券取引所
　ＪＡＳＤＡＱ
（グロース）

単元株式数は100株であ
ります。

計 3,999,200 4,108,601 ― ―

(注) １　第３四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ヘラクレスであります。なお、大阪証券取

引所ヘラクレスは、平成22年10月12日付で新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以

降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）であります。

２　平成22年10月５日開催の取締役会決議により、平成22年10月22日付で第三者割当による新株式の発行をしてお

ります。これにより株式数は109,401株増加し、発行済株式数は4,108,601株となっております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

(平成18年３月29日定時株主総会決議に基づき平成18年８月22日発行)

区分
第３四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 277

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） -

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 110,800

新株予約権の行使時の払込金額(円) 852

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日
至　平成26年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 852
資本組入額 426

　

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 -

組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 -

(注) １　平成19年11月19日付けの新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　行使価額の調整

　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものとします。

 
調整後行使価額

 
＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
又は

処分株式数
×
１株当り払込金額
又は処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数につい

ては、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４　新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であるこ

とを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退

職した場合にはこの限りではありません。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。

（3）新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

（4）その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との

間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによりま

す。

５　平成20年６月９日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付けで１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

６　平成21年５月20日開催の取締役会決議により、平成21年７月１日付けで１株を200株とする株式分割を行って

おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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(平成18年３月29日定時株主総会決議に基づき平成19年３月５日発行)

区分
第３四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 124

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） -

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 49,600

新株予約権の行使時の払込金額(円) 852

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日
至　平成26年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 852
資本組入額 426

　

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 -

組織再編成行為に伴う新株予約権交付に関する事項 -

(注) １　平成19年11月19日付けの新株発行により、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により株式数を調整し、調整の結果生じ

る１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

３　行使価額の調整

　当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものとします。

 
調整後行使価額

 
＝

既発行
株式数

×
調整前
行使価額

＋
新規発行
又は

処分株式数
×
１株当り払込金額
又は処分価額

既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数につい

ては、これを切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４　新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員であるこ

とを要します。但し、会社の取締役・監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退

職した場合にはこの限りではありません。

（2）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとします。

（3）新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとします。

（4）その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、会社と対象取締役及び従業員との

間で締結する「シナジーマーケティング株式会社 新株予約権付与契約書」に定めるところによりま

す。

５　平成20年６月９日開催の取締役会決議により、平成20年７月１日付けで１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

６　平成21年５月20日開催の取締役会決議により、平成21年７月１日付けで１株を200株とする株式分割を行って

おります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　
(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。
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(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22年９月30日 - 3,999,200 - 333,300 - 333,391

(注)　平成22年10月22日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が109,401株、資本金が32,000

千円、資本準備金が31,999千円増加しております。

　
(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付等がなく大株主の異動は把握してお

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ず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成22年6月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】
　 　 　 平成22年６月30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) 16,200 ― ―

完全議決権株式(その他) 3,982,600 39,826単元株式数は100株であります。

単元未満株式 400 ― ―

発行済株式総数 3,999,200― ―

総株主の議決権 ― 39,826 ―

　
② 【自己株式等】

　 　 平成22年６月30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(％)

（自己保有株式）
シナジーマーケティング
株式会社

大阪府大阪市北区堂島２
丁目４-27

16,200 - 16,200 0.4

計 ― 16,200 - 16,200 0.4
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
　

月別
平成22年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 515 562 620 919 840 690 640 620 626

最低(円) 470 463 510 588 574 575 574 500 530

(注)　株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。なお、大阪証券取引所ヘラクレス市場は、平成22

年10月12日付で新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は、

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（グロース）であります。

　
３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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、前第３四半期連結会計期間及び前第３四半期連結累計期間は、改正前の四半期連結財務諸表規則に

基づき、当第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累計期間は、改正後の四半期連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

　
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、前第３四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第３四半期連結

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年１月１

日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人により四半

期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法

人となっております。
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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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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 272,663 370,668

受取手形及び売掛金 252,876 284,531

商品及び製品 14,337 7,724

仕掛品 ※１
 58,225 6,286

繰延税金資産 20,611 12,517

その他 49,329 84,759

貸倒引当金 △1,861 △3,514

流動資産合計 666,182 762,972

固定資産

有形固定資産 ※２
 64,284

※２
 58,582

無形固定資産

のれん 216,096 243,454

その他 119,683 95,220

無形固定資産合計 335,779 338,675

投資その他の資産

投資有価証券 451,946 425,039

その他 140,902 89,105

貸倒引当金 △3,654 △2,679

投資その他の資産合計 589,194 511,464

固定資産合計 989,258 908,722

資産合計 1,655,441 1,671,695

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 74,589 88,233

1年内返済予定の長期借入金 32,000 32,000

未払法人税等 48,275 131,373

本社移転費用引当金 30,000 －

その他 87,544 136,503

流動負債合計 272,409 388,110

固定負債

長期借入金 36,000 60,000

固定負債合計 36,000 60,000

負債合計 308,409 448,110
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

純資産の部

株主資本

資本金 333,300 333,300

資本剰余金 235,300 235,300

利益剰余金 779,576 659,980

自己株式 △8,449 △2,735

株主資本合計 1,339,726 1,225,845

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,441 △40,424

評価・換算差額等合計 △24,441 △40,424

少数株主持分 31,745 38,163

純資産合計 1,347,031 1,223,585

負債純資産合計 1,655,441 1,671,695
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(2)【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21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 1,425,600 2,084,218

売上原価 641,745 1,079,796

売上総利益 783,855 1,004,421

販売費及び一般管理費 ※１
 557,822

※１
 688,258

営業利益 226,032 316,163

営業外収益

受取利息 676 1,018

受取配当金 4,748 6,595

その他 1,044 444

営業外収益合計 6,469 8,058

営業外費用

支払利息 662 1,074

その他 － 68

営業外費用合計 662 1,143

経常利益 231,839 323,078

特別利益

投資有価証券償還益 － 955

貸倒引当金戻入額 990 －

保険解約返戻金 4,308 －

特別利益合計 5,298 955

特別損失

固定資産除却損 2,451 －

事務所等移転費用 2,842 3,708

本社移転費用引当金繰入額 － 30,000

投資有価証券評価損 2,399 －

特別損失合計 7,693 33,708

税金等調整前四半期純利益 229,444 290,325

法人税、住民税及び事業税 92,919 145,709

法人税等調整額 5,091 △11,201

法人税等合計 98,010 134,508

少数株主利益 4,668 8,263

四半期純利益 126,765 147,553
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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21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 647,189 764,169

売上原価 348,848 413,689

売上総利益 298,341 350,479

販売費及び一般管理費 ※１
 202,400

※１
 241,808

営業利益 95,940 108,671

営業外収益

受取利息 158 63

その他 488 282

営業外収益合計 646 346

営業外費用

支払利息 579 323

その他 － 9

営業外費用合計 579 332

経常利益 96,008 108,684

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,109 －

保険解約返戻金 4,308 －

特別利益合計 5,417 －

特別損失

固定資産除却損 2,451 －

事務所等移転費用 2,842 －

特別損失合計 5,293 －

税金等調整前四半期純利益 96,131 108,684

法人税、住民税及び事業税 43,216 49,634

法人税等調整額 3,622 273

法人税等合計 46,839 49,907

少数株主利益 4,668 2,420

四半期純利益 44,624 56,356
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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21年１月１日
　至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年９月30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 229,444 290,325

減価償却費 41,694 48,405

のれん償却額 17,542 44,176

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,576 △678

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 30,000

投資有価証券償還損益（△は益） － △955

受取利息及び受取配当金 △5,424 △7,613

支払利息 662 1,074

固定資産除却損 2,451 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,399 －

売上債権の増減額（△は増加） 17,688 31,655

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,664 △58,553

仕入債務の増減額（△は減少） △21,988 △13,644

その他 10,001 △69,945

小計 287,230 294,246

利息及び配当金の受取額 5,424 7,613

利息の支払額 △959 △1,007

法人税等の支払額 △140,110 △226,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,585 74,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △30,000

有形固定資産の取得による支出 △24,592 △25,422

無形固定資産の取得による支出 △38,045 △50,824

投資有価証券の取得による支出 △5,010 －

投資有価証券の売却による収入 3,000 －

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

長期前払費用の取得による支出 △2,142 －

敷金の差入による支出 △24,830 △60,148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△187,269 －

子会社株式の取得による支出 － △31,500

その他 － △332

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,889 △148,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △300,000 －

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 － △24,000

自己株式の取得による支出 － △5,773

配当金の支払額 △16,389 △24,437

財務活動によるキャッシュ・フロー 83,610 △54,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43,693 △128,005

現金及び現金同等物の期首残高 325,840 370,668

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △11,696 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 270,450

※１
 242,663
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

　該当事項はありません。

　
【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】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日)

会計処理の原則及び手続の変更

　工事契約に関する会計基準の適用

　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した受注契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる受注契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の受注契約につ

いては検収基準を適用しております。

　なお、この変更による損益に与える影響はありません。

　
【表示方法の変更】

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

（四半期連結貸借対照表関係）

　前第３四半期連結会計期間において、流動資産の「その他」に含まれておりました「繰延税金資産」は、勘定科

目の明瞭性の観点から、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することに変更しております。なお、前第３四半

期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「繰延税金資産」は5,110千円であります。

　前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含まれておりました「１年内返済予定の長期借入

金」は、勘定科目の明瞭性の観点から、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することに変更しております。な

お、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「１年内返済予定の長期借入金」は32,000千

円であります。

　
【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日)

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。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

※１

 

 

損失が見込まれるソフトウェア開発契約に係る

仕掛品と、これに対応する受注損失引当金は相殺

表示しております。

　
相殺表示した仕掛品の金額は11,046千円であり

ます。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 99,220千円

─────

 

 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 78,994千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 235,181千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 262,782千円

貸倒引当金繰入額 353千円

　
第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 80,034千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 94,443千円

貸倒引当金繰入額 667千円

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月１日)

※１　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

現金及び預金勘定 270,450千円

現金及び現金同等物 270,450千円

※１　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

現金及び預金勘定 272,663千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△30,000千円

現金及び現金同等物 242,663千円

　
(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日 

至  平成22年９月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,999,200

　
２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 16,200

　
３  新株予約権の四半期連結会計期間末残高

該当事項はありません。

　
４  配当に関する事項

(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22年３月25日
定時株主総会

普通株式 27,958 7 平成21年12月31日 平成22年３月26日 利益剰余金
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(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
５  株主資本の著しい変動に関する事項

　平成22年３月26日付で、平成21年12月31日を基準日とする剰余金の配当を行いました。この結果、利益

剰余金が27,958千円減少しております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　
ASP事業
(千円)

Agent事業
(千円)

eホール
セール事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 220,064165,901261,224647,189 - 647,189

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

- - - - - -

計 220,064165,901261,224647,189 - 647,189

営業利益 70,002 4,197 20,99595,195 745 95,940

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要なサービス

（1）ASP事業　・・・・・・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メールマーケ

ティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等

（2）Agent事業・・・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等

（3）eホールセール事業・・・・ECショップ向け商品卸売等

３　事業区分の変更

　これまでのCRM関連の委託業務、コンサルティング業務、広告代理店業務に加え、クライアントのCRM戦略の立

案から実行まで深く関わり、クライアントにとって最適なソリューションを提供するために、第１四半期連結

会計期間より、アプリケーション、ソフトウェアのカスタマイズや専用のシステムの構築を行うSI事業を

Agent事業に統合しました。

４　株式会社ビーネットは当第３四半期連結会計期間より連結子会社となったため、「eホールセール事業」を新

たに追加しております。

　
当第３四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

　

クラウド
サービス
事業
(千円)

エージェント
事業
(千円)

eホール
セール事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 269,554209,190285,424764,169 - 764,169

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

- 5,820 - 5,820 (5,820) -

計 269,554215,010285,424769,989(5,820)764,169

営業利益又は営業損失（△） 104,196△14,53715,669105,3283,342108,671

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要なサービス

（1）クラウドサービス事業　・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メール

マーケティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等

（2）エージェント事業・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等
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（3）eホールセール事業・・・・・・ECショップ向け商品卸売等

事業の種類別セグメント名称の変更

　第１四半期連結会計期間より、「ASP事業」を「クラウドサービス事業」、「Agent事業」を「エージェ

ント事業」へとセグメント名称を変更しております。なお、変更は名称のみでありますので、これによる

事業の種類別セグメント情報の損益等に与える影響はありません。

　
前第３四半期連結累計期間(自  平成21年１月１日  至  平成21年９月30日)

　
ASP事業
(千円)

Agent事業
(千円)

eホール
セール事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 634,921529,454261,2241,425,600 - 1,425,600

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

- - - - - -

計 634,921529,454261,2241,425,600 - 1,425,600

営業利益 191,35712,93420,995225,287 745 226,032

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要なサービス

（1）ASP事業　・・・・・・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メールマーケ

ティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等

（2）Agent事業・・・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等

（3）eホールセール事業・・・・ECショップ向け商品卸売等

３　事業区分の変更

　これまでのCRM関連の委託業務、コンサルティング業務、広告代理店業務に加え、クライアントのCRM戦略の立

案から実行まで深く関わり、クライアントにとって最適なソリューションを提供するために、第１四半期連結

会計期間より、アプリケーション、ソフトウェアのカスタマイズや専用のシステムの構築を行うSI事業を

Agent事業に統合しました。

４　株式会社ビーネットは当第３四半期連結会計期間より連結子会社となったため、「eホールセール事業」を新

たに追加しております。

　
当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日)

　

クラウド
サービス
事業
(千円)

エージェント
事業
(千円)

eホール
セール事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売上高 768,803549,080766,3342,084,218 - 2,084,218

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

- 29,860 - 29,860(29,860) -

計 768,803578,940766,3342,114,078(29,860)2,084,218

営業利益又は営業損失（△） 292,811△23,79045,917314,9381,224316,163

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分に属する主要なサービス

（1）クラウドサービス事業　・・・統合顧客管理アプリケーション・ソフトウェア「Synergy!」、メール

マーケティングアプリケーション・ソフトウェア「POEM」等

（2）エージェント事業・・・・・・システム受託開発、メール配信代行、広告代理等

（3）eホールセール事業・・・・・・ECショップ向け商品卸売等

事業の種類別セグメント名称の変更

　第１四半期連結会計期間より、「ASP事業」を「クラウドサービス事業」、「Agent事業」を「エージェ

ント事業」へとセグメント名称を変更しております。なお、変更は名称のみでありますので、これによる

事業の種類別セグメント情報の損益等に与える影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１

日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。

　
【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１

日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　
(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　
(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　
(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 330.22円
　

　 296.80円
　

　
２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 31.70円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
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。

 

１株当たり四半期純利益金額 37.02円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
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。

 

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年９月30日)

　四半期純利益(千円) 126,765 147,553

　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(千円) 126,765 147,553

　普通株式の期中平均株式数(株) 3,999,200 3,985,425
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 11.16円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
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。

 

１株当たり四半期純利益金額 14.15円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
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。

 

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

　四半期純利益(千円) 44,624 56,356

　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(千円) 44,624 56,356

　普通株式の期中平均株式数(株) 3,999,200 3,983,000

　
(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

資本・業務提携及び第三者割当による新株式の発行

平成22年10月５日開催の当社取締役会において、セールスフォース・ドットコム・インクと資本・

業務提携契約を締結することを決議し、同日に契約を締結いたしました。また、あわせて第三者割当に

よる新株式発行を決議し、平成22年10月22日付で払込が完了いたしました。

その概要は次のとおりであります。

業務提携の内容

株式会社セールスフォース・ドットコムが提供する「Force.com」を利用した新しいアプリケー

ション「Synergy!LEAD on Force.com」を開発するとともに、平成23年前半のサービス開始を予定し

ております。

新株式の発行要領

(1)募集の方法 第三者割当

(2)発行する株式の種類及び数 普通株式109,401株

(3)発行価額 １株につき585円

(4)発行総額 63,999,585円

(5)発行価額のうち資本へ組入れる額 32,000,000円

(6)発行のスケジュール

　①申込期日

　②払込期日

平成22年10月20日～平成22年10月22日

平成22年10月22日

(7)割当先 セールスフォース・ドットコム・インク

(8)資金の使途

AppExchange（株式会社セールスフォース・ドットコムの

提供するシステムにアプリケーションソフトウェアを追

加できるサービス）に搭載するアプリケーションソフト

ウェアの開発費用に充当

　
(リース取引関係)

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月13日

シナジーマーケティング株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　伯　　　　　剛　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　淺　　野　　禎　　彦　　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」に掲げられているシナ

ジーマーケティング株式会社の平成21年１月１日から平成21年12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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日

から平成21年９月30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

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、シナジーマーケティング株式会社及び連結子

会社の平成21年９月30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。

　
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　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

シナジーマーケティング株式会社

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　伯　　　　　剛　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　田　　順　　一　　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」に掲げられているシナ

ジーマーケティング株式会社の平成22年１月１日から平成22年12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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１

日から平成22年９月30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

益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。 

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、シナジーマーケティング株式会社及び連結子

会社の平成22年９月30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。 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年10月５日にセールスフォース・ドットコム・イン

クと資本・業務提携契約を締結し、平成22年10月22日付でセールスフォース・ドットコム・インクに対する

第三者割当増資の払込が完了している。

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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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