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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

当社は、平成25年３月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、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を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

  

(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2月期第1四半期 1,273 △5.6 △34 ― △30 ― 5 ―
25年2月期第1四半期 1,349 89.8 △11 ― △9 ― △3 ―

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 △3百万円 （―％） 25年2月期第1四半期 2百万円 （―％）

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2月期第1四半期 1.81 ―
25年2月期第1四半期 △1.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 3,225 1,658 34.0
25年2月期 3,208 1,664 33.9
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  1,095百万円 25年2月期  1,088百万円

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   

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 2,300 △21.2 △15 ― 0 ― 10 △58.7 3.51
通期 5,000 △9.1 80 △43.3 100 △34.7 90 16.4 31.64



(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） 

当社は、平成25年３月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、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を算定しております。 

※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ますが、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。 
また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)３ページ「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年2月期1Q 2,882,500 株 25年2月期 2,882,500 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 38,400 株 25年2月期 38,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 2,844,100 株 25年2月期1Q 2,844,100 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策への期待感から、株価の回

復や円安基調への転換等が見られました。しかしながら、欧州諸国での財政問題や新興国での景気減速

などの要因から景気が本格回復に向かうかどうかは先行き不透明な状態にあります。 

このような状況のもと、当社グループは前連結会計年度に黒字転換を達成し、今連結会計年度につき

ましても既存クライアントへのサービス拡充や新規クライアントの獲得など計画通りに推移しておりま

す。この結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、売上高1,273百万円（前年同期比5.6％

減）、営業損失34百万円（前年同期は11百万円の営業損失）となりました。経常損益につきましては、

受取利息を２百万円計上したことなどにより、経常損失30百万円（前年同期は９百万円の経常損失）と

なりました。ただし、法人税等の影響により、 終損益として５百万円の四半期純利益（前年同期は３

百万円の四半期純損失）となりました。 

  

事業区分別の売上高は、以下のとおりであります。  

（システムソリューション事業） 

 当事業におきましては、前連結会計年度に開発が終了したスマートフォン向けアプリケーションのプ

ラットフォームにより、多数のアプリをリリースました。また、システムの受託案件も計画通り推移い

たしました。その結果、売上高は123百万円（前年同期比23.2％増）、売上構成比は9.7％となりまし

た。 

  

（メディアソリューション事業） 

 当事業におきましては、前連結会計年度では、主要クライアントの新商品の販売が集中したことによ

るスポットコマーシャルの大幅な増加があり、その反動により売上高が減少しております。その結果、

売上高は757百万円（前年同期比33.5％減）、売上構成比は59.4％となりました。 

  

（コストマネジメント事業） 

 当事業におきましては、既存のロジスティック業務が堅調に推移したことに加え、短期間の限定では

ありましたが、一時的な注文の増加により、売上が増加いたしました。その結果、売上高は393百万円

（前年同期比254.8％増）、売上構成比は30.9％となりました。 

  

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３百万円増加し、2,359百万円となりました。これは、

主に現金及び預金が53百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が115百万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13百万円増加し、865百万円となりました。これ

は、主に投資その他の資産が14百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、前連結

会計年度末に比べて17百万円増加し、3,225百万円となりました。  

  

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて22百万円増加し、1,212百万円となりました。これは、

短期借入金が100百万円増加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０百万円増加し、354百万円となりました。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて５百万円減少し、1,658百万円となりました。これ

は、少数株主持分が13百万円減少したことなどによります。 

  

業績予想につきましては、平成25年４月12日の「平成25年２月期 決算短信」の３．平成26年２月期

の連結業績予想を修正しておりません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,611,809 1,558,309

受取手形及び売掛金 379,643 495,492

仕掛品 5,180 12,163

繰延税金資産 7,453 5,994

その他 365,046 313,818

貸倒引当金 △12,682 △25,989

流動資産合計 2,356,451 2,359,790

固定資産

有形固定資産 4,661 7,603

無形固定資産

のれん 40,737 37,556

その他 54,898 54,570

無形固定資産合計 95,635 92,126

投資その他の資産

投資有価証券 133,937 64,380

長期貸付金 353,860 353,579

繰延税金資産 28,111 19,440

営業保証金 150,300 150,300

その他 123,719 183,169

貸倒引当金 △38,011 △4,650

投資その他の資産合計 751,918 766,219

固定資産合計 852,215 865,950

資産合計 3,208,666 3,225,740

負債の部

流動負債

買掛金 289,471 311,337

短期借入金 650,000 750,000

未払法人税等 50,312 15,502

その他 200,296 135,430

流動負債合計 1,190,080 1,212,270

固定負債

退職給付引当金 12,823 13,415

役員退職慰労引当金 290,687 298,893

その他 50,227 42,240

固定負債合計 353,738 354,549

負債合計 1,543,818 1,566,820
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 983,800 983,800

資本剰余金 774,915 774,915

利益剰余金 △613,940 △608,791

自己株式 △58,994 △58,994

株主資本合計 1,085,780 1,090,929

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,748 4,999

その他の包括利益累計額合計 2,748 4,999

少数株主持分 576,319 562,991

純資産合計 1,664,848 1,658,920

負債純資産合計 3,208,666 3,225,740
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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３月１日
 至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年５月31日)

売上高 1,349,107 1,273,633

売上原価 1,194,295 1,129,305

売上総利益 154,811 144,328

販売費及び一般管理費 165,953 179,189

営業損失（△） △11,142 △34,861

営業外収益

受取利息 7,648 2,088

受取配当金 62 1,584

その他 4,867 4,100

営業外収益合計 12,578 7,773

営業外費用

支払利息 3,767 1,387

その他 7,109 1,792

営業外費用合計 10,876 3,179

経常損失（△） △9,440 △30,267

特別利益

投資有価証券売却益 － 6,328

特別利益合計 － 6,328

税金等調整前四半期純損失（△） △9,440 △23,939

法人税、住民税及び事業税 △3,489 △22,917

法人税等調整額 △1,149 11,737

法人税等合計 △4,638 △11,179

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,801 △12,759

少数株主損失（△） △1,617 △17,908

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,184 5,148
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四半期連結包括利益計算書

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３月１日
 至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,801 △12,759

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,340 9,348

その他の包括利益合計 7,340 9,348

四半期包括利益 2,538 △3,411

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 558 9,916

少数株主に係る四半期包括利益 1,979 △13,328
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該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日) 

  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） 
 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△20,672千円は、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり、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。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日） 

 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） 

 
（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△29,247千円は、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり、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。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報等

報告セグメント

調整額 
（注１）

四半期 
連結損益 
計算書 
計上額 
（注２)

システム 
ソリューション 

事業

メディア 
ソリューション

事業

コスト 
マネジメント 

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 100,044 1,138,250 110,811 1,349,107 ― 1,349,107

セグメント間の 

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 100,044 1,138,250 110,811 1,349,107 ― 1,349,107

セグメント利益又は損

失(△)
15,799 △15,547 9,278 9,530 △20,672 △11,142

報告セグメント

調整額 
（注１）

四半期 
連結損益 
計算書 
計上額 
（注２)

システム 
ソリューション 

事業

メディア 
ソリューション

事業

コスト 
マネジメント 

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 123,295 757,226 393,111 1,273,633 ― 1,273,633

セグメント間の 

内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 123,295 757,226 393,111 1,273,633 ― 1,273,633

セグメント利益又は損

失(△)
34,357 △52,870 12,899 △5,613 △29,247 △34,861

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

(株)ファステップス　(2338)　平成26年２月期第１四半期決算短信
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