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1.  平成26年2月期第2四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年8月31日） 

（注）当社株式は平成24年３月27日をもって、東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、25年２月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期 
純利益は、新規上場日から第２四半期連結会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。 

(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2四半期 3,177 32.7 407 53.0 410 63.9 231 87.4
25年2月期第2四半期 2,395 ― 266 ― 250 ― 123 ―

（注）包括利益 26年2月期第2四半期 235百万円 （89.9％） 25年2月期第2四半期 124百万円 （―％）

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2四半期 54.69 53.25
25年2月期第2四半期 29.94 28.59

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第2四半期 3,089 2,216 71.7
25年2月期 2,947 2,000 67.7
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  2,216百万円 25年2月期  1,995百万円

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 ― 10.00 10.00
26年2月期 ― 0.00
26年2月期（予想） ― 10.00 10.00

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、対前期増減率） 

（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

通期 6,250 22.4 900 24.8 890 25.9 460 24.7 109.26



(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  ：  有  

(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） 

※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予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は
内外の状況変化等により、本資料の数値と異なる場合があります。なお、本資料の予想に関する事項は添付資料２ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情
報」をご参照ください。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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2Q 4,337,900 株 25年2月期 4,205,000 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q ― 株 25年2月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 4,234,236 株 25年2月期2Q 4,127,772 株
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（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、安倍政権による経済・金融政策への期待感からの円安・株高一

定水準で維持され、個人消費も底堅く推移している状況でおります。 

このような市場環境のもと、当社グループの主軸事業であるPRは、戦略PRの認知度の向上や当社グループが得意と

しているIT関連のPR受注が増加し、順調に業績を伸ばしていると認識しております。 

当社グループにおいては、「アジアNo.１のPRグループになる」ことを推し進めるべく、以前より強みとする戦略

PRを中心に、より効率的にいいモノを広めるために、ウェブを活用したPR周辺業務も含めたサービス強化や新商品の

開発を引き続き進めております。 

また、海外においては、新規拠点拡大として、ベトナム及びタイへの子会社設立を決議し、積極的な海外展開を継

続して取り組んでおります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 千円（前年同期比32.7％増）、営業利益は

千円（前年同期比53.0％増）、経常利益は 千円（前年同期比63.9％増）、四半期純利益は 千円（前年

同期比87.4％増）となりました。 

  

（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  

(資産の部)  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となり

ました。 

流動資産におきまして当第２四半期連結会計期間末残高は、 千円と前連結会計年度末に比べ 千円

の増加となりました。これは、受取手形及び売掛金の増加 千円が主な要因となります。 

固定資産におきまして当第２四半期連結会計期間末残高は、 千円と前連結会計年度末に比べ 千円の

増加となりました。これは、有形固定資産の増加 千円、無形固定資産の増加 千円、投資有価証券の増加

千円が主な要因となります。 

  

(負債の部)  

当第２四半期連結会計期間末における負債は前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりまし

た。 

流動負債におきまして当第２四半期連結会計期間末残高は、 千円と前連結会計年度末に比べ 千円の

減少となりました。これは、買掛金の増加 千円、短期借入金の減少 千円が主な要因となります。 

固定負債におきまして当第２四半期連結会計期間末残高は、 千円と前連結会計年度末に比べ 千円の増

加となりました。これは、リース債務の増加 千円が主な要因となります。 

  

(純資産の部)  

純資産におきまして当第２四半期連結会計期間末残高は、 千円と前連結会計年度末に比べ 千円の

増加となりました。これは、利益剰余金の増加 千円が主な要因となります。 

  

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 千円と、前連結

会計年度末に比較して 千円の減少となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

   

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは税金等調整前四半期純利益による収入 千

円があった一方、法人税等の支払による支出 千円等によるものであります。  

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動により支出した資金は 千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 千

円、無形固定資産の取得による支出 千円、投資有価証券の取得による支出 千円によるものであります。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果支出した資金は 千円となりました。これは、主に株式の発行による収入 千円があった

一方、短期借入金の減少額 千円、配当金の支払額 千円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年４月12日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はあ

りません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,177,935 407,907

410,169 231,600

142,253 3,089,793

2,684,955 102,056

211,435

404,838 40,196

23,248 18,975

50,873

73,136 873,559

845,323 75,669

24,326 29,000

28,235 2,533

3,111

2,216,234 215,389

180,382

1,161,629

90,759

16,579 410,169

255,008

116,481 30,875

34,962 50,873

48,617 30,892

29,000 41,982
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

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２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,252,388 1,161,629 

受取手形及び売掛金 1,160,990 1,372,425 

未成業務支出金 31,898 31,171 

繰延税金資産 66,067 66,067 

その他 74,401 60,837 

貸倒引当金 △2,848 △7,176 

流動資産合計 2,582,898 2,684,955 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 63,826 73,199 

機械装置及び運搬具 5,674 5,674 

工具器具備品 91,186 113,105 

リース資産 50,185 50,981 

減価償却累計額 △119,757 △128,597 

有形固定資産合計 91,115 114,363 

無形固定資産   

ソフトウエア 91,598 111,492 

のれん 26,750 25,250 

その他 4,197 4,779 

無形固定資産合計 122,545 141,521 

投資その他の資産   

関係会社株式 53,144 － 

敷金及び保証金 76,824 75,247 

繰延税金資産 19,652 19,652 

投資有価証券 0 50,873 

その他 1,359 3,180 

投資その他の資産合計 150,980 148,953 

固定資産合計 364,641 404,838 

資産合計 2,947,540 3,089,793 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 162,641 186,967 

短期借入金 168,000 139,000 

未払法人税等 259,404 187,359 

賞与引当金 74,385 44,285 

リース債務 9,440 9,132 

その他 247,121 278,577 

流動負債合計 920,992 845,323 

固定負債   

リース債務 23,516 26,628 

ポイント引当金 2,185 1,607 

固定負債合計 25,702 28,235 

負債合計 946,695 873,559 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 508,800 526,106 

新株式申込証拠金 3,720 － 

資本剰余金 468,800 486,106 

利益剰余金 1,007,733 1,188,115 

株主資本合計 1,989,053 2,200,327 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 6,079 15,900 

その他の包括利益累計額合計 6,079 15,900 

少数株主持分 5,712 6 

純資産合計 2,000,844 2,216,234 

負債純資産合計 2,947,540 3,089,793 
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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 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

売上高 2,395,069 3,177,935 

売上原価 1,072,466 1,464,927 

売上総利益 1,322,602 1,713,008 

販売費及び一般管理費 1,056,026 1,305,101 

営業利益 266,576 407,907 

営業外収益   

受取利息 1,170 135 

補助金収入 1,257 1,947 

為替差益 － 2,209 

その他 1,124 230 

営業外収益合計 3,553 4,523 

営業外費用   

支払利息 955 1,291 

債権売却損 334 327 

支払保証料 30 － 

為替差損 309 － 

株式公開費用 18,205 － 

その他 14 641 

営業外費用合計 19,850 2,261 

経常利益 250,279 410,169 

特別利益   

リース解約益 380 － 

その他 42 － 

特別利益合計 422 － 

特別損失   

その他 14 － 

特別損失合計 14 － 

税金等調整前四半期純利益 250,687 410,169 

法人税等 127,314 184,274 

少数株主損益調整前四半期純利益 123,373 225,895 

少数株主損失（△） △220 △5,705 

四半期純利益 123,593 231,600 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 123,373 225,895 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 735 9,821 

その他の包括利益合計 735 9,821 

四半期包括利益 124,108 235,716 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,329 241,422 

少数株主に係る四半期包括利益 △220 △5,705 
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（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 
(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 

 至 平成25年８月31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利益 250,687 410,169 

減価償却費 22,568 33,693 

のれん償却額 － 1,500 

その他の償却額 4,195 5,792 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 4,328 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,433 △30,099 

受取利息 △1,170 △135 

支払利息 955 1,291 

売上債権の増減額（△は増加） △68,440 △209,289 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,953 1,945 

仕入債務の増減額（△は減少） 59,651 25,346 

固定資産除却損 14 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 － 

その他 △493 26,662 

小計 264,050 271,205 

利息及び配当金の受取額 1,170 135 

利息の支払額 △882 △1,222 

法人税等の支払額 △168,833 △255,008 

法人税等の還付額 3,383 1,469 

営業活動によるキャッシュ・フロー 98,889 16,579 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,219 △30,875 

有形固定資産の売却による収入 780 1,117 

無形固定資産の取得による支出 △19,739 △34,962 

関係会社株式の取得による支出 △10,800 － 

投資有価証券の取得による支出 － △50,873 

貸付けによる支出 △200,000 － 

敷金及び保証金の差入による支出 △17,345 △2,000 

その他 － 1,111 

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,323 △116,481 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △93,000 △29,000 

長期借入金の返済による支出 △20,000 － 

社債の償還による支出 △16,500 － 

株式の発行による収入 487,600 30,892 

リース債務の返済による支出 △4,199 △8,527 

少数株主からの払込みによる収入 9,800 － 

配当金の支払額 － △41,982 

財務活動によるキャッシュ・フロー 363,700 △48,617 

現金及び現金同等物に係る換算差額 695 9,093 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,962 △139,426 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 48,667 

現金及び現金同等物の期首残高 758,384 1,252,388 

現金及び現金同等物の四半期末残高 955,346 1,161,629 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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