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1.  平成25年5月期第2四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24年11月30日） 

 

(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 ％

25年5月期第2四半期 462 4.7 1 ― 0 ― △0 ―
24年5月期第2四半期 441 ― △18 ― △12 ― △17 ―

（注）包括利益 25年5月期第2四半期 1百万円 （―％） 24年5月期第2四半期 △17百万円 （―％）

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

25年5月期第2四半期 △80.87 ―
24年5月期第2四半期 △4,142.22 ―

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

25年5月期第2四半期 371 249 67.1 58,776.23
24年5月期 368 247 67.1 58,424.07
（参考） 自己資本   25年5月期第2四半期  249百万円 24年5月期  247百万円

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

24年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年5月期 ― 0.00
25年5月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31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 952 3.7 4 ― 4 ― 2 ― 471.92



(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） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予
想数値とは異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【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」をご覧下さい。 

※  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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期2Q 4,468 株 24年5月期 4,468 株
② 期末自己株式数 25年5月期2Q 230 株 24年5月期 230 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期2Q 4,238 株 24年5月期2Q 4,238 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我が国経済は、復興関連需要等があるものの、個人消費の低迷、円の高止まり

や欧州諸国を発端とする海外経済減速の影響から、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの属する情報サービス業界は、スマートフォン・スマートデバイスの急速な普及、ソーシャルメディ

ア利用者の拡大に伴うインターネットビジネスについては盛り上がりを見せているものの、景気の低迷を背景に、企

業のＩＴ関連投資に対しては抑制傾向が続いており、顧客の獲得競争は一段と激しさを増しております。 

このような環境の中、ソリューション事業ＢｔｏＢソリューショングループは、主要な取引企業を中心にＩＴエン

ジニアの稼働率が向上したことにより売上高が増加いたしました。特に、多くの業種においてＪａｖａ言語を習得し

たシステムエンジニア・プログラマの需要が高まっております。また、ソリューション事業ＢｔｏＣソリューション

グループは、ソフトウエアの受託開発とそれに附随するサービスを体系化することで営業の効率化を図り、労務費を

始めとした販売費及び一般管理費の削減を行い収支が改善いたしました。スクール事業は、平成24年７月31日をもっ

てＩＴプロ育成スクールの統廃合を行いましたが、本社において九州・福岡の若者を中心に当社独自のＩＴエンジニ

ア育成研修を継続しておりＩＴエンジニア数が増加傾向にあります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高462,780千円（前年同四半期は441,901千円）、売上総利

益161,792千円（同151,656千円）、営業利益1,095千円（前年同四半期は営業損失18,422千円）、経常利益786千円

（前年同四半期は経常損失12,242千円）、四半期純損失342千円（前年同四半期は17,554千円）となりました。 

   

セグメント別の状況は次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでお

ります。） 

①ソリューション事業ＢｔｏＢソリューショングループ 

 ソリューション事業ＢｔｏＢソリューショングループにおいては、稼働者数128名からスタートし、当第２四

半期連結累計期間末においては稼働者数が132名となりました。引き続き主要な取引企業を中心にＩＴエンジニ

アの需要が好転していることに加え、高スキルのＩＴエンジニアを中心に一人月当たりの平均単価も上昇したこ

とにより売上高が増加いたしました。しかしながら、ＩＴエンジニアの定着のために労務費を増加させたことに

加え、新たなＩＴエンジニアの採用費が増加しております。その結果、当第２四半期連結累計期間における売上

高は393,156千円（前年同四半期は364,046千円）、セグメント利益は88,835千円（同92,084千円）となりまし

た。  

   

②ソリューション事業ＢｔｏＣソリューショングループ 

 ソリューション事業ＢｔｏＣソリューショングループにおいては、既存取引先の受託開発案件は、総じて適正

にプロジェクト運営ができました。新規の受託開発案件の受注に関しては、開発力とサービス力を前面に出し提

案力を強化いたしました。また、効率化による営業工数の削減と受注案件の増加に伴うＩＴエンジニアの稼働率

の向上により販売費及び一般管理費を削減し、セグメント利益を黒字化することができました。その結果、当第

２四半期連結累計期間における売上高は24,819千円（同30,080千円）、セグメント利益は216千円（前年同四半

期はセグメント損失19,845千円）となりました。 

  

③スクール事業 

 スクール事業においては、ＩＴプロ育成スクールにおける緊急人材育成支援事業訓練を平成24年７月に終了

し、本格的に当社独自のＩＴエンジニア育成研修に力を注ぎました。人材育成コストになりますが、ＩＴエンジ

ニア増加の施策として各事業で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。その結果、当第２四半期連結累

計期間における売上高は2,450千円（前年同四半期は19,169千円）、セグメント損失は8,316千円（同11,287千

円）となりました。 

  

④工事関連事業 

 工事関連事業においては、福岡県の各種テナント・賃貸ビル等の内装工事・外装工事を中心に安定的に受注で

きております。その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は44,262千円（同28,679千円）、セグメン

ト利益は3,443千円（前年同四半期はセグメント損失1,818千円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産・負債・純資産の状況  

（資産）  

 資産合計は371,483千円（前連結会計年度末は368,881千円）、うち流動資産302,672千円（同287,188千

円）、固定資産68,810千円（同81,693千円）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 その主な内訳は、流動資産については現金及び預金172,787千円（同161,509千円）、売掛金107,071千円（同

99,851千円）等であります。固定資産については有形固定資産15,207千円（同18,604千円）、無形固定資産

6,665千円（同6,045千円）、敷金及び保証金26,058千円（同41,811千円）等であります。 

  

（負債）  

 負債合計は122,390千円（同121,280千円）、うち流動負債は104,248千円（同110,259千円）、固定負債は

18,142千円（同11,021千円）となりました。 

 その主な内訳は、流動負債については買掛金5,742千円（同10,731千円）、１年以内返済予定の長期借入金

16,668千円（同10,308千円）、未払費用41,346千円（同38,712千円）等であります。固定負債については長期

借入金16,918千円（同10,802千円）等であります。 

  

（純資産） 

 純資産合計は249,093千円（同247,601千円）、うち株主資本241,417千円（同241,760千円）、その他の包括

利益累計額7,675千円（同5,840千円）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、平成24年７月12日に発表いたしました業績予想に変更はありません。   
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 161,509 172,787

売掛金 99,851 107,071

商品及び製品 6,500 6,500

仕掛品 7,697 9,630

原材料及び貯蔵品 519 578

繰延税金資産 39 72

その他 11,546 6,504

貸倒引当金 △475 △471

流動資産合計 287,188 302,672

固定資産   

有形固定資産 18,604 15,207

無形固定資産 6,045 6,665

投資その他の資産   

敷金及び保証金 41,811 26,058

その他 15,233 20,879

投資その他の資産合計 57,044 46,937

固定資産合計 81,693 68,810

資産合計 368,881 371,483

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,731 5,742

1年内返済予定の長期借入金 10,308 16,668

未払費用 38,712 41,346

未払法人税等 2,415 2,613

未払消費税等 11,377 8,976

繰延税金負債 349 －

その他 36,365 28,900

流動負債合計 110,259 104,248

固定負債   

長期借入金 10,802 16,918

繰延税金負債 219 1,224

固定負債合計 11,021 18,142

負債合計 121,280 122,390

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,825 175,825

資本剰余金 141,525 141,525

利益剰余金 △66,766 △67,109

自己株式 △8,823 △8,823

株主資本合計 241,760 241,417

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,840 7,675

その他の包括利益累計額合計 5,840 7,675

純資産合計 247,601 249,093

負債純資産合計 368,881 371,483
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 441,901 462,780

売上原価 290,245 300,988

売上総利益 151,656 161,792

販売費及び一般管理費 170,079 160,696

営業利益又は営業損失（△） △18,422 1,095

営業外収益   

受取利息 4 4

助成金収入 6,126 －

雑収入 415 5

営業外収益合計 6,547 9

営業外費用   

支払利息 277 277

雑損失 89 41

営業外費用合計 366 318

経常利益又は経常損失（△） △12,242 786

特別利益   

負ののれん発生益 533 －

特別利益合計 533 －

特別損失   

投資有価証券評価損 5,440 －

固定資産除却損 － 25

特別損失合計 5,440 25

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△17,148 761

法人税、住民税及び事業税 488 1,486

法人税等調整額 △82 △382

法人税等合計 405 1,103

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,554 △342

四半期純損失（△） △17,554 △342
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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23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △17,554 △342

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1,835

その他の包括利益合計 － 1,835

四半期包括利益 △17,554 1,492

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,554 1,492

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。   

   

（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

6

メディアファイブ㈱（3824）　平成25年5月期第2四半期決算短信[日本基準]（連結）


	uji.pdf
	短信本文



