
 

 

 

平成 25年 3月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成 24年 10月 30日 

上場取引所  大 

上 場 会 社 名 イメージ情報開発株式会社   

コード番号 3803 ＵＲＬ http://www.image-inf.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 代永 衛 

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 岡本 明 (TEL)03(5217)7811 

四半期報告書提出予定日 平成 24年 11月 12日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト向け） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 25年 3月期第 2四半期の連結業績（平成 24年 4月 1日～平成 24年 9月 30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    % 

25年 3月期第 2四半期 327 △8.9 △47 ― △47 ― △58 ― 

24年 3月期第 2四半期 359 △7.3 △45 ― △33 ― △61 ― 

（注） 包括利益    25年 3月期第 2四半期 △60百万円（－％）  24年 3月期第 2四半期 △60百万円（－％） 

 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 

25年 3月期第 2四半期 △7,038.43 ― 

24年 3月期第 2四半期 △7,328.08 ― 

（２）連結財政状態 

 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 

25年 3月期第 2四半期 917 639 69.2 76,222.78 

24年 3月期 927 695 75.0 83,453.66 

（参考）自己資本    25年 3月期第 2四半期 635百万円       24年 3月期 695百万円 

 

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 

24年 3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 

25年 3月期 ― 0.00    

25年 3月期(予想)   ― 0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

 

３．平成 25年 3月期の連結業績予想（平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日） 

（％表示は，対前期増減率） 

 
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 

 

通  期 

百万円 

960 

 ％ 

31.7 

百万円 

9 

％ 

 ― 

百万円 

 8 

％ 

13.3 

百万円 

△13 

％ 

 ― 

円   銭 

△1,579.19 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

詳細につきましては、平成 24年 10月 29日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

４．その他 

 

（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  

 新規  ―社 (社名)   ，除外  ―社 (社名)  

 

（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 会計上の見積もりの変更 ：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) 25年 3月期 2Ｑ 8,900株 24年 3月期 8,900株 

② 期末自己株式数 25年 3月期 2Ｑ 568株 24年 3月期 568株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年 3月期 2Ｑ 8,332株 24年 3月期 2Ｑ 8,332株 

 

※ 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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 1.上記により記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際

の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

2.当社は、平成 24 年 11 月下旬にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、説明会開催

後速やかに当社 Webサイトに掲載する予定です。 
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イメージ情報開発㈱(3803) 平成25年3月期第2四半期決算短信 

 

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 

当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速感の強まりを受けて生産が減少し、企業の設備投資に対

する根強い慎重姿勢も継続しています。 

このような状況の中、当第 2 四半期連結累計期間におきましては、運用／保守、BPO／サービス分野は堅調に推移いたしま

したが、コンサルティング／設計／構築分野におきましては、計画通りの受注獲得に至らず、売上高は 327,754 千円（前年同

期比 8.9％減）となりました。利益面におきましては、売上原価は 238,289 千円（前年同期比 9.4％減）、販売費及び一般管理

費は 136,963千円（前年同期比 3.6％減）と圧縮いたしましたが、営業損失は 47,498千円（前年同期営業損失 45,355千円）、

経常損失は 47,074千円（前年同期経常損失 33,328千円）となりました。 

また、子会社におきまして、事業構造改善費用として 11,773 千円特別損失計上したことにより、四半期純損失は 58,644 千

円（前年同期四半期純損失 61,057千円）となりました。 

当社グループは、期初に掲げた「先進的マーケティングソリューションとそれを支える IT 機能をもって、変革を求める企

業の経営を支援する」という理念のもと、鋭意、国際化戦略を含めたマーケティング戦略機能の強化を図っております。 

（2）連結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 四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 696,582 千円（前連結会計年度末比 62,933 千円減）となりました。

これは、現金及び預金の減少 53,021 千円及び売上高減少による受取手形及び売掛金の減少 33,003 千円等が主な要因であり

ます。固定資産の残高は 220,787 千円（前連結会計年度末比 52,869 千円増）となりました。これは、ソフトウェア仮勘定の

増加 20,112 千円及び有形固定資産の増加 13,131 千円等が主な要因であります。これにより、総資産の残高は 917,370 千円

（前連結会計年度末比 10,063千円減）となりました。 

流動負債の残高は、171,174 千円（前連結会計年度末比 26,954 千円増）となりました。これは買掛金の増加 10,400 千円及

び賞与引当金の増加 10,073 千円等が主な要因であります。固定負債の残高は 106,923 千円（前連結会計年度末比 19,045 千

円増）となりました。これは子会社における長期借入金 16,678 千円増等が主な要因であります。これにより、負債の残高は

278,097千円（前連結会計年度末比 46,000千円増）となりました。 

純資産の残高は、損失の計上等に伴い、639,272千円（前連結会計年度末比 56,063千円減）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第 2 四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により 5,027 千円、投資活動

により 45,051 千円、財務活動により 2,983 千円それぞれ減少いたしました。その結果、当第 2 四半期連結累計期間末の資金

の残高は当期期首残高より 53,061千円減少し 130,325千円（前年同期比 16,072千円増）となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

当第 2 四半期連結累計期間において、損失の計上等により、営業活動による資金は 5,027 千円減少（前年同期 19,319 千

円減少）いたしました。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

当第 2 四半期連結累計期間における投資活動により、資金は 45,051 千円減少（前年同期 15,241 千円減少）いたしました。

これは、貸付による支出及び無形固定資産の取得による支出が主な要因であります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

当第 2 四半期連結累計期間における財務活動により、資金は 2,983 千円（前年同期 9 千円減少）減少いたしました。これ

は、借入金の返済による支出が主な要因であります。 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

最近の業績の動向を踏まえ、平成 24 年 5 月 11 日に発表いたしました、平成 25 年 3 月期の業績予想を修正しております。

詳細は、平成 24年 10月 29日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項  

 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） 
 

   前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 

   (平成24年３月31日) (平成24年９月30日) 

資産の部    

 流動資産   

  現金及び預金 586,399 533,378 

  受取手形及び売掛金 146,060 113,056 

  商品 550 550 

  仕掛品 18 197 

  貯蔵品 228 294 

  その他 27,643 51,564 

  貸倒引当金 △1,384 △2,458 

  流動資産合計 759,516 696,582 

 固定資産   

  有形固定資産 20,938 34,069 

  無形固定資産   

   のれん ― 7,606 

   ソフトウェア 19,624 20,051 

   ソフトウェア仮勘定 ― 20,112 

   無形固定資産合計 19,624 47,771 

  投資その他の資産   

  投資有価証券 133,633 106,924 

  敷金及び保証金 43,118 41,824 

  破産更生債権等 60,970 60,908 

  その他 8,446 24,244 

  投資損失引当金 △58,665 △34,856 

  貸倒引当金 △60,149  △60,099 

  投資その他の資産合計 127,354 138,946 

  固定資産合計 167,917 220,787 

 資産合計 927,433 917,370 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 53,669 64,069 

  短期借入金 ― 4,400 

  未払金 13,622 17,052 

  未払法人税等 7,667 5,184 

  前受金 9,824 17,751 

  賞与引当金 24,599 34,673 

  その他 34,836 28,042 

  流動負債合計 144,219 171,174 

 固定負債   

  長期借入金 ― 16,678 

  退職給付引当金 76,997 78,396 

  その他 10,880 11,848 

  固定負債合計 87,878 106,923 

 負債合計 232,097 278,097 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 467,050 467,050 

  資本剰余金 510,270 510,270 

  利益剰余金 △188,480 △247,124 

  自己株式 △95,771 △95,771 

  株主資本合計 693,068 634,423 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,267 664 

  その他の包括利益累計額合計 2,267 664 

 少数株主持分 ― 4,183 

 純資産合計 695,335 639,272 

負債純資産合計 927,433 917,370 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 

（第２四半期連結累計期間） 
（単位：千円） 

 

   前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

   (自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日) 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日) 

売上高  359,764 327,754 

売上原価 262,982 238,289 

売上総利益 96,781 89,465 

販売費及び一般管理費 142,137 136,963 

営業損失（△） △45,355 △47,498 

営業外収益   

 受取利息 90 98 

 受取賃貸料 6,970 ― 

 受取保険金及び配当金 119 123 

 助成金収入 500 558 

 還付消費税等 3,055 ― 

 その他 1,606 244 

 営業外収益合計 12,342 1,024 

営業外費用   

 為替差損 315 382 

 その他 ― 217 

 営業外費用合計 315 600 

経常損失（△） △33,328 △47,074 

特別損失   

 事業構造改善費用 ― 11,773 

 貸倒引当金繰入額 28,761 ― 

 本社移転費用 3,548 ― 

 その他 10 709 

 特別損失合計 32,319 12,483 

税金等調整前四半期純損失（△） △65,648 △59,557 

法人税、住民税及び事業税 475 △166 

法人税等還付税額 △5,066 △60 

法人税等合計 △4,591 △226 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,057 △59,330 

少数株主損失（△） ― △686 

四半期純損失（△） △61,057 △58,644 

少数株主損失（△） ― △686 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △61,057 △59,330 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 356 △1,603 

 その他の包括利益合計 356 △1,603 

四半期包括利益 △60,700 △60,934 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △60,700 △60,247 

 少数株主に係る四半期包括利益 ― △686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 



 

 

イメージ情報開発㈱(3803) 平成25年3月期第2四半期決算短信 

 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 
   前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

   (自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日) 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成24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損失（△） △65,648 △59,557 

 減価償却費 9,064 7,576 

 のれん償却額 919 217 

 その他の償却額 893 918 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,773 926 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 10,584 10,073 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,750 1,398 

 移転費用引当金の増減額（△は減少） △1,831 ― 

 受取利息及び受取配当金 △210 △221 

 事業構造改善費用 ― 11,773 

 売上債権の増減額（△は増加） △41,804 49,181 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,024 △244 

 仕入債務の増減額（△は減少） 9,741 △12,729 

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,725 △10,356 

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 11,730 12,548 

 その他 3,017 △9,146 

 小計 △29,770 2,358 

 利息及び配当金の受取額 210 221 

 補助金の受取額 500 ― 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,741 △7,607 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △19,319 △5,027 

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 △48 △40 

 有形固定資産の取得による支出 △12,093 △16,348 

 無形固定資産の取得による支出 △4,026 △23,733 

 貸付による支出 ― △29,016 

 貸付金の回収による収入 303 5,825 

 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ― 17,670 

 その他 623 592 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,241 △45,051 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 借入金の返済による支出 ― △2,971 

 配当金の支払額 △9 △11 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △9 △2,983 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,569 △53,061 

現金及び現金同等物の期首残高 148,822 183,387 

現金及び現金同等物の四半期末残高 114,252 130,325 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

-5- 


