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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） 

（注）１．潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 
２．当社は、平成25年１月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。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3月期第1四半期 839 0.3 △100 ― △99 ― △100 ―

25年3月期第1四半期 837 32.6 △94 ― △93 ― △94 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △100百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △94百万円 （―％）

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 △15.09 ―

25年3月期第1四半期 △14.18 ―

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 2,195 1,733 78.6 256.52
25年3月期 2,455 1,844 74.9 276.10

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,726百万円 25年3月期  1,837百万円

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3月期 ― 0.00 ― 3.25 3.25
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 3.25 3.25

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、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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,700 7.9 160 12.5 158 9.9 75 △16.5 11.27



(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） 

（注）当社は、平成25年１月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。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「期
中平均株式数（四半期累計）」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、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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）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3月期1Q 6,732,100 株 25年3月期 6,656,900 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 66 株 25年3月期 66 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,668,688 株 25年3月期1Q 6,656,900 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和の影響により、輸出、企業投資、工業生産分野を中

心に景気回復が見られました。 

このような状況の下、当社におきましては、WEBサイトやシステム開発等の受託事業を進捗させる他、特にデー

タ分析サービスおよびソーシャルメディア関連サービスの強化につとめてまいりました。 

４月には、株式会社プロトコーポレーションが運営する中古車サイト「Goo-net」に、顧客の行動にもとづいて

自動的に広告やサイトの表現を変化させるマーケティングプラットフォーム「Responsys Interact Suite(レスポ

ンシス インタラクト スイート)」を導入いたしました。また、連結子会社である株式会社トライバルメディアハ

ウスが提供するソーシャルメディア統合管理ツール「エンゲージマネージャー」が、Twitter社が認定する

「Twitter 公認製品プログラム」の公認ツールとなった他、６月には、トライバルメディアハウスが、店舗、施設

向けのLINEビジネスアカウントサービス「LINE@」の販売代理店となり、LINE@開設、運用支援サービスの提供を開

始いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、839百万円(前年同期比0.3%増)、営業損失100百万円（前年

同期は営業損失94百万円）、経常損失99百万円（前年同期は経常損失93百万円）、四半期純損失は100百万円（前

年同期は四半期純損失94百万円）となりました。（なお、当社グループの事業は、従来より売上高が第２四半期連

結会計期間、第４四半期連結会計期間に集中し、特に多くの顧客企業の事業年度末となる第４四半期連結会計期間

に偏重する傾向がありますが、経済環境その他の要因によっては今後もこの傾向が続くとは限りません。）   

   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ259百万円減少し、2,195百万円となりました。主な要因

は、受取手形及び売掛金の減少508百万円、現金及び預金の増加149百万円、仕掛品の増加102百万円等によるもの

であります。 

当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ148百万円減少し、462百万円となりました。主な要因は、買

掛金の減少86百万円、賞与引当金の減少51百万円等によるものであります。 

当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ110百万円減少し、1,733百万円となりました。主な要因

は、四半期純損失100百万円の計上、ストック・オプションの行使による資本金の増加５百万円及び資本剰余金の

増加５百万円、前期決算に係る配当金の支払21百万円等によるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の業績予想につきましては、概ね当初見込みどおりに推移しており、平成25年５月10日に公表し

ました業績予想に変更はございません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 1,051,078 1,200,263

受取手形及び売掛金 1,020,163 511,176

仕掛品 53,330 155,372

原材料及び貯蔵品 40 67

繰延税金資産 64,179 63,940

その他 37,121 46,226

流動資産合計 2,225,914 1,977,047

固定資産   

有形固定資産 35,645 32,296

無形固定資産   

のれん 15,666 10,444

その他 9,327 7,170

無形固定資産合計 24,993 17,614

投資その他の資産   

投資有価証券 58,595 58,639

敷金及び保証金 108,402 108,707

繰延税金資産 1,584 1,584

その他 0 0

投資その他の資産合計 168,582 168,932

固定資産合計 229,221 218,843

資産合計 2,455,136 2,195,891

負債の部   

流動負債   

買掛金 233,184 146,565

1年内返済予定の長期借入金 13,342 3,343

未払金 85,969 125,081

未払法人税等 35,344 1,998

賞与引当金 104,266 52,889

役員賞与引当金 21,083 －

受注損失引当金 145 5,549

その他 116,891 126,563

流動負債合計 610,226 461,990

固定負債   

繰延税金負債 61 42

固定負債合計 61 42

負債合計 610,288 462,033
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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 528,206 533,846

資本剰余金 609,272 614,912

利益剰余金 700,356 578,101

自己株式 △23 △23

株主資本合計 1,837,812 1,726,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 111 76

その他の包括利益累計額合計 111 76

少数株主持分 6,923 6,943

純資産合計 1,844,847 1,733,857

負債純資産合計 2,455,136 2,195,891
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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 837,196 839,385

売上原価 726,282 743,572

売上総利益 110,913 95,813

販売費及び一般管理費 205,135 196,256

営業損失（△） △94,222 △100,443

営業外収益   

受取利息 188 199

受取賃貸料 120 539

その他 1,040 396

営業外収益合計 1,348 1,134

営業外費用   

支払利息 220 43

支払手数料 187 187

その他 － 80

営業外費用合計 408 312

経常損失（△） △93,281 △99,620

税金等調整前四半期純損失（△） △93,281 △99,620

法人税、住民税及び事業税 785 740

法人税等調整額 581 239

法人税等合計 1,366 979

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △94,647 △100,600

少数株主利益又は少数株主損失（△） △263 19

四半期純損失（△） △94,383 △100,619
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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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △94,647 △100,600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 76

その他の包括利益合計 1 76

四半期包括利益 △94,645 △100,523

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,381 △100,543

少数株主に係る四半期包括利益 △263 19
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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