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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11月30日） 

（注）平成23年８月期第１四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年８月期第１四半期の数値及び平成24年８月期第１四 

半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(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 ％

24年8月期第1四半期 516 ― 4 ― 6 ― 5 ―

23年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 5百万円 （―％） 23年8月期第1四半期 ―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

24年8月期第1四半期 19.67 ―

23年8月期第1四半期 ― ―

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

24年8月期第1四半期 1,028 262 25.6 358.14

23年8月期 1,289 257 20.0 324.45

（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  262百万円 23年8月期  257百万円

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

23年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年8月期 ―

24年8月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 1,000 ― 35 ― 35 ― 35 ― 126.17

通期 2,000 △12.8 100 △48.9 100 △48.6 100 46.0 360.50



(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）  ：  有  

(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  

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(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）期中平均株式数の算定には、A種優先株式を普通株式と同等の株式として含めております。 

※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 

づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施しています。 

※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、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Ｐ３「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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 株式会社フォンツ・コアファンクション 、 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   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期1Q 277,894 株 23年8月期 277,393 株

② 期末自己株式数 24年8月期1Q 501 株 23年8月期 501 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 277,393 株 23年8月期1Q 161,972 株



（参考） 

種類株式の配当の状況 

 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以

下のとおりであります。 

Ａ種優先株式 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 期末 年間 

23 年８月期 
円 

― 

円 

0.00 

円 

― 

円 

0.00 

円 

0.00 

24 年８月期

（予想） 
― 0.00 ― 0.00 0.00 

（注）１．当社は A 種優先株式を平成 22 年 12 月１日に発行しております。 
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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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響

により雇用や企業収益面では依然として厳しい状況が続いております。また、欧州債務危機の再燃や米

国経済の減退に見られる世界的な景気後退懸念の拡大等、依然として先行きは不透明な状態が続いてお

ります。 

当社グループが属する音楽業界も厳しい状況は続いております。 

このような状況の中、当社グループは平成23年３月１日付けで持株会社制へ移行し、新たなスタート

を切るとともに、既存事業で培ってきたノウハウを活かし、積極的な業務提携や平成23年11月30日付け

で新設子会社の設立など事業領域の拡大を図っております。また、当第１四半期累計期間の既存事業に

ついても概ね順調に推移いたしました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は516百万円、営業利益４百万円、経常利益６百万円、四

半期純利益は５百万円となりました。 

  

報告セグメントの業績は次のとおりであります。 

（ディストリビューション事業） 

インディーズ市場における音楽CD・DVD及び音楽配信サービスの売上は厳しい状況が続いているもの

の、当社グループがサポートするアーティストが順調に推移したことなどから、売上高は432百万円と

なりました。  

利益面につきましては、上記売上高が概ね順調に推移したものの、販売費及び一般管理費をカバーす

るには至らず、営業損失45百万円となりました。 

（ソリューション事業）  

広告代理店業務、レーベル、イベント企画及びデータ入力受託等が順調に推移し売上高は83百万円と

なりました。  

利益面につきましては、上記売上高が順調に推移し、営業利益50百万円となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結累計期間末における資産合計は1,028百万円となり、前事業年度末に比べ261百万円

減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金262百万円の減少によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結累計期間末における負債合計は765百万円となり、前事業年度末に比べ267百万円の

減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金227百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結累計期間末における純資産合計は前事業年度末から５百万円の増加となりました。

これは利益剰余金５百万円の増加によるものであります。 

     

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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平成24年８月期の業績予想につきましては、現時点において平成23年10月18日公表の業績予想から変

更しておりません。 

なお、業績予想につきましては、市場の動向は依然として流動的な状況にあり、また、平成23年11月

30日及び平成23年12月６日に開示いたしました「子会社の異動（新設）に関するお知らせ」並びに「子

会社の異動（新設）並びに新規事業の開始に関するお知らせ」につきましては、平成24年８月期業績予

想への数値を織り込んでおりません。本件事業に関しては現在想定規模及び事業売上予想等を算定して

おり、決定次第速やかに開示いたします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当社は平成23年11月30日付けで、子会社の異動（新設）を行っております。 

詳細は以下のとおりであります。 

①商   号：株式会社フォンツ・コアファンクション 

②代 表 者：大田原 博亮 

③設立年月日：平成23年11月30日 

④資 本 金：990万円 

⑤事業の内容：イ）事業再生・再構築に関する経営コンサルティング業務 

       ロ）企業内で不足している人材・専門家の紹介業務等 

       ハ）社外リソースとの連携を推進するM&A等アライアンス支援業務 

⑥大株主及び持株比率：当社100％ 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

＜追加情報＞ 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

   

２．サマリー情報(その他)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23年８月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 267,162 279,549

受取手形及び売掛金 821,996 559,891

商品及び製品 47,253 69,567

仕掛品 7,849 1,723

その他 81,219 65,296

貸倒引当金 △17,033 △16,584

流動資産合計 1,208,447 959,444

固定資産

無形固定資産 70,335 65,319

投資その他の資産

固定化営業債権 313,778 308,545

その他 38,311 29,153

貸倒引当金 △340,952 △334,444

投資その他の資産合計 11,137 3,255

固定資産合計 81,473 68,574

資産合計 1,289,921 1,028,019

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 884,938 657,398

未払費用 42,859 44,096

未払法人税等 5,344 385

返品調整引当金 9,237 6,933

その他 76,086 41,751

流動負債合計 1,018,467 750,564

固定負債

退職給付引当金 13,015 14,150

その他 1,014 422

固定負債合計 14,029 14,573

負債合計 1,032,496 765,138

純資産の部

株主資本

資本金 1,991,337 1,991,337

資本剰余金 1,593,704 1,593,704

利益剰余金 △3,189,575 △3,184,118

自己株式 △138,041 △138,041

株主資本合計 257,424 262,881

純資産合計 257,424 262,881

負債純資産合計 1,289,921 1,028,019
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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)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年９月１日

 至 平成23年11月30日)

売上高 516,321

売上原価 403,257

売上総利益 113,064

返品調整引当金戻入額 2,304

差引売上総利益 115,368

販売費及び一般管理費 110,782

営業利益 4,586

営業外収益

受取利息 95

商標権売却益 563

その他 765

営業外収益合計 1,424

経常利益 6,011

税金等調整前四半期純利益 6,011

法人税、住民税及び事業税 555

法人税等合計 555

少数株主損益調整前四半期純利益 5,456

四半期純利益 5,456
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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)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年９月１日

 至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,456

その他の包括利益

その他の包括利益合計 －

四半期包括利益 5,456

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,456

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

   当第１四半期連結会計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

 （資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分） 

当社は、平成23年10月25日開催の取締役会において、資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰

余金処分について下記要領にて定時株主総会に付議することを決議し、本件は、平成23年11月29日開催

の定時株主総会で承認されております。  

なお、平成23年12月２日に効力が発生しております。  

①減資の目的 

早期の業績の回復と財務体質の健全化を推し進め、努力しておりますが、繰越損失を解消するのは相

当の期間を要すると見込まれます。そこで、今般この欠損を一掃し、早期に財務体質を健全化するとと

もに、株主の皆様に早期に還元できる体質を目指し努力してまいります。 

従いまして、これまでの長期にわたる損失計上による繰越損失を解消し、今後の機動的かつ柔軟な資

本政策を可能とすることを目的として減資を実行しております。 

②資本金の額の減少の要領 

資本金の額の減少の効力発生日の直前における資本金の額1,991,337千円のうち1,893,337千円を減少

し、98,000千円とし、減少した資本金の額をその他資本剰余金に振り替えております。 

③資本準備金の額の減少の要領 

資本準備金の額の減少の効力発生日の直前における資本準備金の額233,574千円のうち135,574千円を

減少し、減少後の資本準備金の額を98,000千円とし、減少した資本準備金の額をその他資本剰余金に振

り替えております。 

④資本金及び資本準備金の減少の方法 

発行済株式総数の数を変更せず、資本金及び資本準備金の額のみを減少しております。 

⑤剰余金の処分の要領 

資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金3,389,041千円のうち

3,160,089千円を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損填補を行い

ます。填補後のその他資本剰余金は228,952千円となります。 

（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

（５）重要な後発事象
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⑥減資の日程 

 イ）取締役会決議日             平成23年10月25日 

 ロ）株主総会決議日（特別決議）       平成23年11月29日 

 ハ）債権者異議申述広告（官報及び電子広告） 平成23年11月１日 

 ニ）債権者異議申述最終期日         平成23年12月１日 

 ホ）減資の効力発生日            平成23年12月２日 

⑦その他 

本件による資本金の減少は、当社貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金からその他

資本剰余金勘定への振り替えであり、これにより当社の純資産額に変動はなく、当社の支払能力や業績

に影響を与えるものではありません。 

  

 （子会社の異動（新設）並びに新規事業の開始） 

当社は、平成23年12月６日開催の取締役会において新設子会社として株式会社フォンツ・ジュエリー

を設立することを決議するとともに、これに伴う新たな事業の開始についても決議いたしました。これ

により同社は、当社連結子会社となっております。 

①子会社設立の理由並びに新規事業の趣旨 

当社グループは、平成23年３月の持株会社制への移行以来、新たな事業領域の拡大を図っておりま

す。このような状況の中、当社グループが取扱っていない宝飾品ビジネスへの新規事業取組みは、専門

的知識をもつ人材を確保したことや、当社グループが基本と考えているライフスタイル全般の事業にも

該当すること、また、既存事業との連携を図れることなどの理由からであります。 

②新たな事業の概要 

・宝石の研磨、宝飾品、貴金属製品等の企画、デザイン、加工製造 

・宝石、宝飾品、貴金属製品等の卸、小売販売 

・宝石、宝飾品、貴金属製品等の売買の仲介 

・宝石、宝飾品、貴金属製品等の輸出入 

③当該事業の開始のために特別に支出する予定額の合計額 

・WEBサイト開設費用、仕入資金等 合計30百万円（予定） 

④事業開始日程 

・事業開始予定日 平成23年12月 
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⑤想定事業規模 

・１年目の想定事業規模といたしましては、現在策定中であります。 

⑥設立会社の概要 

・商号     株式会社フォンツ・ジュエリー 

・所在地    東京都港区西新橋一丁目１番15号 

・代表者    代表取締役 小宮 久 

・設立年月日  平成23年12月６日 

・決算期    ８月 

・大株主及び持株比率  株式会社フォンツ・ホールディングス 51％ 

            小宮 久              49％ 

・当該会社との関係等  資本関係 株式会社フォンツ・ホールディングス 51％ 

            人的関係 当社代表取締役社長の小野間史敏及び取締役磯貝真輝の 

                 ２名が取締役を兼務しております。 

⑦設立の日程 

・平成23年12月６日 取締役会決議 

・平成23年12月６日 設立登記 

⑧取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率等 

・取得株式数     51株 

・取得金額      2,550千円 

・取得後の持分比率  51% 
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 該当事項はありません。 

４．補足情報
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