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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）当社は、平成24年10月１日付で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 
四半期純利益及び潜在株式調整後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 588 △2.9 52 13.7 59 20.4 37 45.0
25年3月期第1四半期 605 0.3 46 45.1 49 45.5 25 3.4

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 9百万円 （△60.2％） 25年3月期第1四半期 23百万円 （50.8％）

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 9.47 9.40
25年3月期第1四半期 6.56 ―

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 3,844 3,502 90.0 874.61
25年3月期 3,872 3,493 89.1 885.47
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,459百万円 25年3月期  3,450百万円

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 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 8.50 8.50

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) 1,240 0.3 80 △31.2 80 △33.4 40 △28.9 10.26
通期 2,600 6.9 250 1.2 255 1.0 132 0.2 33.87
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(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24年10月1日付で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発行済 
株式数(普通株式）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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意) 
 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。 

※  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 4,096,700 株 25年3月期 4,038,300 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 141,400 株 25年3月期 141,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,916,795 株 25年3月期1Q 3,896,900 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我が国経済は、新政権による金融財政対策や成長戦略に対する期待感から円

安及び株高が進行する等、明るい材料も見え景気回復への期待が高まっているものの、新興国経済の成長鈍化や欧

州経済の低迷など不安材料が払拭されないことから、景気の先行きは依然予断を許さない状況が続いております。

当社グループを取り巻く経営環境といたしましては、企業全般における経費削減傾向が続いており、厳しい事業環

境となりました。今後も引き続き、お客様のサービス選別が厳しくなることが考えられます。 

 こうした状況の下、当社グループは、３ヶ年計画「第３次中期経営計画（2011～2013年度）」の基本方針に沿

い、以下のような取り組みを実施いたしました。 

・顧客毎の様々なニーズに合わせてカスタマイズできる与信管理クラウドサービス「プレミアムパック」をリリ

ース（４月） 

・中小企業金融円滑化法期限切れとアベノミクスによる景気の変動に対応し、「ＲＭ格付」の格付ロジックを改

訂（５月） 

・企業情報簡易レポートサービス「よくばりＰＤＦ」を改訂（６月） 

・当第１四半期連結累計期間に発表したリスモン調べ 

 「世界に誇れる日本企業」アンケート調査結果（４月） 

 「独創性を感じる日本企業」アンケート調査結果（５月） 

 「金持ち企業ランキング」調査結果（６月）  

 その結果、売上高につきましては、与信管理サービス等及びビジネスポータルサイト（グループウェアサービス

等）のＡＳＰ・クラウドサービスの売上高が堅調に推移したものの、ＢＰＯサービス等の売上高が落ち込み、当第

１四半期連結累計期間の売上高は588,235千円（前年同期比97.1％）となりました。 

 利益につきましては、利益率が高いＡＳＰ・クラウドサービスが堅調に推移したこと、また、グループの機能集

約に伴い業務フローの共通化及びコストが削減されたことにより、営業利益は52,797千円（前年同期比

113.7％）、経常利益は59,852千円（前年同期比120.4％）、四半期純利益は37,085千円（前年同期比145.0％）と

なりました。  

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
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) 

  
前年同期比
（％） 対売上比 

(％) 
対売上比 
(％) 

 売上高（千円）  605,616  100.0  588,235  100.0  97.1

 営業利益（千円）  46,432  7.7  52,797  9.0  113.7

 経常利益（千円）  49,694  8.2  59,852  10.2  120.4

四半期純利益（千円）  25,581  4.2  37,085  6.3  145.0
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① セグメント別の業績について 

セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。 

  

ア）与信管理サービス等について 

当第１四半期連結累計期間の与信管理サービス等の売上高の合計は358,318千円（前年同期比98.0％）、セ

グメント利益は25,238千円（前年同期比95.5％）となりました。  

ＡＳＰ・クラウドサービスの売上高はほぼ前年同期並みだったものの、コンサルティングサービスの売上高

が落ち込み、与信管理サービス等全体では売上高及びセグメント利益ともに前年同期を下回りました。 

与信管理サービス等の売上高をサービス分野別に示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社が独自に開発したシステム「ＲＭ２ Navi System」を利用して、企業信用情報提供会社の有する約

250万社の企業情報の信用力を定量化し、インターネット経由で与信情報を提供するサービス 

３．「金融サービス」等を含むその他サービス  

ⅰ）ＡＳＰ・クラウドサービス 

 サービス単価の高い一部サービスの利用件数が低調だったものの、単価の低いサービスの利用が好調だっ

たこと等に伴い、与信管理サービス等のＡＳＰ・クラウドサービスの売上高はほぼ前年同期並みの319,622

千円（前年同期比100.1％）となりました。  

 与信管理サービス等の会員数の推移（累計）は、次のとおりであります。  

（注）インターネット等を介して与信管理サービスを利用できる会員及び提携先とのサービス相互提携を行う提携会員

の合計 

ⅱ）コンサルティングサービス 

 ポートフォリオサービスの一部の見込案件が第２四半期にずれ込んだこと等により、ポートフォリオサー

ビス及びマーケティングサービスの売上高は21,443千円（前年同期比77.4％）となりました。また、金融サ

ービス等を含むその他の売上高が17,252千円（前年同期比93.5％）となり、コンサルティングサービスの売

上高の合計は38,696千円（前年同期比83.8％）となりました。  

  

セグメント  サービス分野別 
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） 

前年同期比
（％） 

与信管理サービス

等  

ＡＳＰ・クラウドサービス（千円）（注）２  319,622  100.1

コンサルティング 

サービス  

ポートフォリオサービス及び 

マーケティングサービス（千円） 
 21,443  77.4

その他（千円）（注）３  17,252  93.5

コンサルティングサービス売上高 

合計（千円） 
 38,696  83.8

与信管理サービス等売上高合計（千円）  358,318  98.0

回次 第12期 第13期  当第１四半期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月  平成25年６月 

会員数（注）  4,400  4,720  4,744

（内、提携会員数）  (1,404)  (1,690)  (1,687)
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イ）ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）について  

 当第１四半期連結累計期間のビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）の売上高の合計は

135,881千円（前年同期比104.2％）、セグメント利益は39,952千円（前年同期比142.1％）となりました。 

 会員数は減少しているもののディスク容量の利用が堅調に推移し、ＡＳＰ・クラウドサービスの売上高の増

加に寄与いたしました。 

 ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）の売上高をサービス分野別に示すと、次のとおりで

あります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．インターネットを活用したグループウェアを中心として提供する中堅・中小企業向けビジネスポータルサイ

ト「J-MOTTO（ジェイモット）」を利用できる会員向けサービス 

３．ホスティングサービス等を含むその他サービス 

  

 また、ビジネスポータルサイトの会員数及びユーザー数の推移（累計）は次のとおりであります。  

（注）インターネットを活用したグループウェアを中心として提供する中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト

「J-MOTTO（ジェイモット）」を利用できる会員及びユーザー数 

  

ウ）ＢＰＯサービスについて  

 当第１四半期連結累計期間のデジタルデータ化サービス等を中心としたＢＰＯサービスの売上高の合計は

75,166千円（前年同期比69.5％）、セグメント損失は2,766千円（前年同期はセグメント利益1,332千円）とな

りました。 

 主力のデジタルデータ化等ＢＰＯサービスが低調だったことや、前期に一部の売上高をその他のセグメント

に移管したこと、労働者派遣法の改正に対応したこと等に伴い売上高が前年同期に比べ減少いたしました。ま

た、売上高の減少に伴いセグメント損失となりました。 

 ＢＰＯサービスの売上高をサービス分野別に示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．ビジネス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）サービス  

  

セグメント  サービス分野別 
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） 

前年同期比
（％） 

ビジネスポータル

サイト（グループ

ウェアサービス

等 ） 

ＡＳＰ・クラウドサービス（千円）（注）２  121,606  105.6

その他（千円）（注）３  14,275  93.5

ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等） 

売上高合計（千円）  
 135,881  104.2

回次 第12期 第13期  当第１四半期 

決算年月 平成24年３月 平成25年３月  平成25年６月 

会員数（ＩＤ数）  3,788  3,564   3,505

ユーザー数  130,215  128,278   129,279

セグメント サービス分野別  
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） 

前年同期比
（％） 

ＢＰＯサービス

（注）２ 
 デジタルデータ化等ＢＰＯサービス（千円）   75,166  69.5
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エ）その他サービスについて  

 当第１四半期連結累計期間の教育関連事業等を含むその他の売上高は35,579千円（前年同期比149.8％）、

セグメント損失は8,234千円（前年同期はセグメント損失9,458千円）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間の教育関連事業は、前年同期に比べ売上高は増加したものの、固定費の回収まで

は至らずセグメント損失となりました。また、定額制の新社員研修サービス「サイバックスＵｎｉｖ．」を利

用できる会員は411会員となりました。 

 なお、昨年９月に設立した利墨（上海）商務信息咨詢有限公司（リスクモンスターチャイナ）が運営する中

国におけるグループウェアサービス等の会員数は670会員となりました。 

 その他のセグメントの売上高をサービス分野別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

② 会員数について  

 当第１四半期連結会計期間末の会員数は、与信管理サービス等が4,744会員、ビジネスポータルサイトが3,505

会員、その他会員が1,081会員、合計9,330会員となりました。会員数の推移（累計）を示すと、次のとおりであ

ります。  

（注）１．インターネット等を介して与信管理サービスを利用できる会員及び提携先とのサービス相互提携を行う提携

会員の合計 

２．インターネットを活用したグループウェアを中心として提供する中堅・中小企業向けビジネスポータルサイ

ト「J-MOTTO（ジェイモット）」を利用できる会員 

３．定額制の新社員研修サービス「サイバックスＵｎｉｖ．」または中国におけるグループウェアサービス等を

利用できる会員 

４．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

なお、上記は重複登録している会員が一部おります。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べ85,961千円増加し、2,733,634千円となり

ました。これは主に、投資有価証券の売却等により現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は前連

結会計年度末と比べ113,617千円減少し、1,111,272千円となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び時価

評価によるものです。その結果、資産合計は前連結会計年度末と比べ27,656千円減少し、3,844,906千円となりま

した。 

 流動負債は前連結会計年度末と比べ18,293千円減少し302,268千円、固定負債は18,650千円減少し40,009千円と

なりました。その結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ36,943千円減少し、342,278千円となりました。 

 純資産は、四半期純利益を計上したこと等により前連結会計年度と比べ9,287千円増加し、3,502,628千円となり

ました。また、自己資本比率は90.0％となりました。  

   

セグメント サービス分野別  
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） 

前年同期比
（％） 

その他  「教育関連事業」等を含むその他サービス（千円）   35,579  149.8

回次 第10期 第11期 第12期 第13期  
当第１ 
四半期 

決算年月 
平成22年 
３月 

平成23年 
３月 

平成24年 
３月 

平成25年 
３月 

 
平成25年
６月 

与信管理サービス等（注）１  3,043  3,488  4,400  4,720   4,744

ビジネスポータルサイト 

（グループウェアサービス等）（注）２ 
 4,214  3,955  3,788  3,564   3,505

その他（注）３   －  －  －  563   1,081

会員数合計  7,257  7,443  8,188  8,847   9,330
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 「第３次中期経営計画（2011～2013年度）」の 終年度である当連結会計年度の通期の業績見通しといたしまし

ては、売上高2,600百万円（前年同期比106.9％）、営業利益250百万円（前年同期比101.2％）、経常利益255百万

円（前年同期比101.0％）、当期純利益132百万円（前年同期比100.2％）を予定しております。 

 業績予想に対する当第１四半期連結累計期間の進捗につきましては、売上高はほぼ当初の予定どおり、利益は順

調に進捗しております。 

 中期経営計画に掲げた売上高増加及び収益構造の改善のための施策を実施することで、当初の業績予想を達成す

べくグループ一丸となって邁進してまいる所存です。 

 現時点におきましては、通期の連結業績予想の変更はございません。 

（単位：百万円）

    

（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。     

   

  売上高 営業利益 経常利益 
当期（四半期） 

純利益 

 平成25年９月中間期予想  1,240  80  80  40

 平成24年９月中間期実績   1,235  116  120  56

 前年同期比（％）  100.3  68.8  66.6  71.1

 平成26年３月期予想  2,600  250  255  132

 平成25年３月期実績  2,432  246  252  131

 前年同期比（％）  106.9  101.2  101.0  100.2

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 2,185,091 2,258,881

受取手形及び売掛金 315,517 316,271

有価証券 99,995 99,995

原材料及び貯蔵品 5,012 3,734

その他 44,332 56,370

貸倒引当金 △2,276 △1,617

流動資産合計 2,647,672 2,733,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 81,409 81,409

減価償却累計額 △34,566 △36,417

建物及び構築物（純額） 46,843 44,992

工具、器具及び備品 418,444 424,596

減価償却累計額 △347,135 △354,036

工具、器具及び備品（純額） 71,308 70,560

リース資産 6,195 6,195

減価償却累計額 △4,742 △4,938

リース資産（純額） 1,453 1,257

建設仮勘定 1,025 1,672

有形固定資産合計 120,630 118,481

無形固定資産   

のれん 1,834 1,223

ソフトウエア 478,531 485,280

その他 35,046 30,191

無形固定資産合計 515,413 516,694

投資その他の資産   

投資有価証券 446,045 334,419

その他 142,952 141,828

貸倒引当金 △152 △152

投資その他の資産合計 588,846 476,095

固定資産合計 1,224,889 1,111,272

資産合計 3,872,562 3,844,906
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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) 

負債の部   

流動負債   

未払金 158,951 171,511

未払法人税等 76,205 21,481

賞与引当金 1,187 375

その他 84,216 108,900

流動負債合計 320,562 302,268

固定負債   

退職給付引当金 9,719 9,933

その他 48,940 30,075

固定負債合計 58,659 40,009

負債合計 379,221 342,278

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,428 1,123,559

資本剰余金 1,308,089 1,324,220

利益剰余金 1,007,158 1,013,069

自己株式 △68,700 △68,700

株主資本合計 3,353,975 3,392,149

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88,534 56,724

為替換算調整勘定 8,062 10,453

その他の包括利益累計額合計 96,597 67,178

新株予約権 3,001 1,673

少数株主持分 39,766 41,626

純資産合計 3,493,340 3,502,628

負債純資産合計 3,872,562 3,844,906
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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 605,616 588,235

売上原価 288,388 264,257

売上総利益 317,228 323,978

販売費及び一般管理費 270,795 271,180

営業利益 46,432 52,797

営業外収益   

受取利息 535 110

受取配当金 3,519 4,023

投資事業組合運用益 － 3,280

その他 131 0

営業外収益合計 4,187 7,414

営業外費用   

支払利息 74 30

為替差損 － 329

投資事業組合運用損 740 －

その他 110 －

営業外費用合計 925 359

経常利益 49,694 59,852

特別利益   

投資有価証券売却益 － 6,046

新株予約権戻入益 9 157

特別利益合計 9 6,203

特別損失   

投資有価証券売却損 － 242

固定資産除却損 214 90

特別損失合計 214 333

税金等調整前四半期純利益 49,489 65,722

法人税、住民税及び事業税 22,358 20,041

法人税等調整額 1,893 7,520

法人税等合計 24,252 27,562

少数株主損益調整前四半期純利益 25,236 38,160

少数株主利益又は少数株主損失（△） △344 1,075

四半期純利益 25,581 37,085
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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利益 25,236 38,160

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,270 △31,779

為替換算調整勘定 － 3,146

その他の包括利益合計 △1,270 △28,633

四半期包括利益 23,966 9,527

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,311 7,666

少数株主に係る四半期包括利益 △345 1,860

リスクモンスター(株)（3768）平成26年３月期　第１四半期決算短信

－10－



 該当事項はありません。     

   

 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４月１日 至 平成24年６月30日） 

１．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 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育関連事業を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．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 

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育関連事業等を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

  

与信管理 

サービス等 

ビジネスポー

タルサイト

（グループウ

ェアサービス

等） 

ＢＰＯ 

サービス 
計 

売上高     

外部顧客への売上高  365,416  130,203  86,737  582,357  23,259  605,616  －  605,616

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 162  196  21,471  21,831  494  22,325  △22,325  －

計  365,578  130,400  108,209  604,188  23,753  627,942  △22,325  605,616

セグメント利益又は 

損失（△）  
 26,440  28,117  1,332  55,890  △9,458  46,432  0  46,432

  （単位：千円）

  報告セグメント 

その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）３ 

  

与信管理 

サービス等 

ビジネスポー

タルサイト

（グループウ

ェアサービス

等） 

ＢＰＯ 

サービス 
計 

売上高     

外部顧客への売上高   358,081  135,687  69,067  562,836  25,399  588,235  －  588,235

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 236  194  6,098  6,529  10,179  16,709  △16,709  －

計  358,318  135,881  75,166  569,366  35,579  604,945  △16,709  588,235

セグメント利益又は 

損失（△）  
 25,238  39,952  △2,766  62,424  △8,234  54,190  △1,392  52,797
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 要約連結キャッシュ・フロー 

（単位：千円）

   

  

４．補足情報

  
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) 

 営業活動によるキャッシュ・フロー ※１  77,102  53,182

投資活動によるキャッシュ・フロー ※２  △132,610  8,305

財務活動によるキャッシュ・フロー ※３  △21,052  10,094

現金及び現金同等物に係る換算差額  －  2,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   △76,560  73,789

現金及び現金同等物の期首残高   2,014,344  2,184,456

現金及び現金同等物の四半期末残高   1,937,783  2,258,245

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） 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 税金等調整前四半期純利益             

減価償却費                           

法人税等の支払額                    

※２ 有形固定資産の取得による支出         

無形固定資産の取得による支出       

投資有価証券の取得による支出      

※３ 配当金の支払額                 

49,489

67,957

△45,187

△28,958

△46,793

△59,150

△18,254

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 税金等調整前四半期純利益             

減価償却費                           

法人税等の支払額                    

※２ 有形固定資産の取得による支出         

無形固定資産の取得による支出       

投資有価証券の売却による収入        

※３ 配当金の支払額                 

株式発行による収入                    

65,722

62,917

△72,058

△10,673

△51,358

65,253

△20,802

31,093
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