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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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   %

26年３月期第１四半期 192 11.3 △21 ― △18 ― △15 ― 

25年３月期第１四半期 172 2.8 △7 ― △7 ― △7 ― 

（注） 包括利益    26年３月期第１四半期 △14百万円（－％）  25年３月期第１四半期 △7百万円（－％） 

 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

26年３月期第１四半期 △1,904.40 ― 

25年３月期第１四半期 △932.54 ― 

（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

26年３月期第１四半期 842 606 72.0 72,822.75

25年３月期 873 621 70.9 74,608.25

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期 606百万円       25年３月期 619百万円 

 

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ―  

26年３月期(予想)  0.00 ― 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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 

 

第２四半期(累計) 

通  期 

百万円

438

985

 ％ 

33.9 

32.2 

百万円

△8

22

％

 ―

 ―

百万円

△8

26

％

― 

― 

百万円 

△22 

16 

％ 

 ― 

 ― 

円   銭

△2,746.31

  2,030.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

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) 26年３月期１Ｑ 8,900株 25年３月期 8,900株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 568株 25年３月期 568株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 8,332株 25年３月期１Ｑ 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 

 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。 
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(1)連結経営成績に関する定性的情報   

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の大胆な金融緩和に対する期待などを受

けて、足許では株価やマインド面が先行して大幅に改善している一方、個人消費や輸出は緩やかな回復にとどまるほ

か、実体経済面の回復ペースは限定的となっております。 

 当社グループの主要な事業領域である情報サービス業界においても、企業のＩＴ投資は回復傾向にありますが、利

益率の低迷は未だ続いております。 

 このような環境の中、当第１四半期連結累計期間において、売上高は192,424千円(前年同期比11.3％増)となりま

した。 

 一方、販売費及び一般管理費は減少したものの、売上原価率が上昇し、営業損失21,027千円(前年同期は営業損失

7,296千円)、経常損失18,024千円(前年同期は経常損失7,514千円)、四半期純損失は15,867千円(前年同期は四半期純

損失7,769千円)となりました。 

 今後、当社はＩＴ活用による先進的マーケティングソリューションの提供等により新たなサービスの創造とマーケ

ットの開拓、さらに新たな異業種企業との提携による収益創出事業の展開を図ってまいります。 

   

(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１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は529,764千円(前連結会計年度末比130,249千円減)となりま

した。これは主に、短期貸付金が29,201千円増加したものの現金及び預金が185,823千円減少したことによるもので

あります。固定資産の残高は312,653千円(前連結会計年度末比99,007千円増)となりました。これは主に、長期貸付

金が91,244千円増加したことによるものであります。これにより、総資産の残高は842,417千円(前連結会計年度末比

31,241千円減)となりました。 

 流動負債の残高は122,250千円(前連結会計年度末比17,594千円減)となりました。これは主に、買掛金が29,059千

円減少したことによるものであります。固定負債の残高は113,256千円(前連結会計年度末比1,077千円増)となりまし

た。これは主に、その他に含まれる繰延税金負債が1,965千円増加したことによるものであります。これにより、負

債の残高は235,506千円(前連結会計年度末比16,517千円減)となりました。 

 純資産の残高は損失の計上等に伴い606,911千円(前連結会計年度末比14,724千円減)となりました。 

   

(3)連結業績予想に関する定性的情報   

  平成26年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、業績の変動は現時点では想定されて

おらず、平成25年５月14日発表の業績予想に変更はありません。 

  今後、何らかの変化がある場合には適切に開示いたしてまいります。 

   

  該当事項はありません。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 519,446 333,622

受取手形及び売掛金 93,244 119,606

商品 664 891

仕掛品 339 2,457

貯蔵品 217 201

短期貸付金 19,042 48,244

その他 29,539 30,742

貸倒引当金 △2,481 △6,002

流動資産合計 660,013 529,764

固定資産   

有形固定資産 32,817 32,595

無形固定資産 52,935 56,410

投資その他の資産   

投資有価証券 69,674 75,336

長期貸付金 6,210 97,454

その他 58,661 57,527

貸倒引当金 △6,653 △6,671

投資その他の資産合計 127,892 223,647

固定資産合計 213,645 312,653

資産合計 873,659 842,417

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,779 27,719

短期借入金 2,400 2,400

1年内返済予定の長期借入金 4,552 4,584

未払法人税等 4,523 3,334

賞与引当金 25,280 15,351

その他 46,308 68,860

流動負債合計 139,845 122,250

固定負債   

長期借入金 9,891 8,729

退職給付引当金 83,560 83,443

その他 18,726 21,083

固定負債合計 112,178 113,256

負債合計 252,023 235,506
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

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 △264,456 △280,324

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 617,091 601,224

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,984 5,534

その他の包括利益累計額合計 1,984 5,534

少数株主持分 2,559 152

純資産合計 621,635 606,911

負債純資産合計 873,659 842,417
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 172,854 192,424

売上原価 112,403 151,490

売上総利益 60,450 40,933

販売費及び一般管理費 67,746 61,960

営業損失（△） △7,296 △21,027

営業外収益   

受取利息 13 215

違約金収入 － 2,346

その他 13 529

営業外収益合計 27 3,090

営業外費用   

支払利息 － 88

為替差損 246 －

営業外費用合計 246 88

経常損失（△） △7,514 △18,024

税金等調整前四半期純損失（△） △7,514 △18,024

法人税、住民税及び事業税 255 250

法人税等合計 255 250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,769 △18,274

少数株主損失（△） － △2,406

四半期純損失（△） △7,769 △15,867

少数株主損失（△） － △2,406

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,769 △18,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 132 3,550

その他の包括利益合計 132 3,550

四半期包括利益 △7,637 △14,724

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,637 △12,317

少数株主に係る四半期包括利益 － △2,406
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   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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