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  （百万円未満切捨て）

（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３月期第３四半期  2,286  11.3  95  467.8  101  428.3  92  －

24年３月期第３四半期  2,054  －  16  －  19  －  △76  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 111百万円 （ ％）－ 24年３月期第３四半期 △76百万円 （ ％）－

  
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３月期第３四半期  687.57  －

24年３月期第３四半期  △568.42  －

  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３月期第３四半期  3,904  3,362  85.6  24,926.31

24年３月期  3,615  3,267  89.9  24,236.28

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 3,343百万円   24年３月期 3,251百万円 

  
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３月期  － 0.00 － 0.00  －

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

当社は定款において、第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末における配当予想額

は未定であります。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  2,949  5.5  102  14.6  104  11.4  100  －  745.48

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 134,277株 24年３月期 134,277株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 135株 24年３月期 135株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 134,142株 24年３月期３Ｑ 134,142株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく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きが実施中です。

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１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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国の財政問題や新興国における経済成長の鈍化等を受

けながらも、平成24年12月の政権交代に伴う新政権の経済政策への期待感等から、為替相場において円安が進み、

日経平均株価が上昇する等、先行きへの期待感が表れてきました。 

 このような環境下で当社グループは、当社の運営するインターネット総合情報サイト「All About」の改変によ

るメディアの利用価値の向上や収益力強化のための新規事業の検討に取り組むとともに、株式会社コロネットの子

会社化や子会社である株式会社オールアバウトエンファクトリーの株式譲渡、株式会社ルーク19の株式の追加取得

等、グループ再編等を進めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 百万

円（前年同四半期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は 百万円

（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加い

たしました。これは主に現金及び預金が 百万円減少した一方、有価証券が 百万円、株式会社コロネットの子

会社化により商品及び製品が 百万円増加したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いた

しました。これは主に株式会社コロネットの子会社化及び株式会社ルーク19の株式の追加取得によりのれんが

百万円増加したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いた

しました。これは主に株式会社コロネットの子会社化等により買掛金が 百万円、１年以内返済予定の長期借入金

が 百万円増加したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いた

しました。これは主に株式会社コロネットの子会社化等により、長期借入金が 百万円、役員退職慰労引当金が

百万円及び退職給付引当金が 百万円増加したことによるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加

いたしました。これは主に四半期純利益を 百万円計上したこと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24年５月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,286 11.3 95

467.8 101 428.3 92

76

3,152 20

375 199

108

752 268

191

385 87

33

42

157 106

54 33

18

3,362 94

92

㈱オールアバウト（2454）　平成25年３月期 第３四半期決算短信㈱オールアバウト（2454）　平成25年３月期 第３四半期決算短信

-1-



（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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（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、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益への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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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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,091,938 1,716,019

受取手形及び売掛金 401,321 438,780

有価証券 605,750 804,979

商品及び製品 － 108,175

未成制作費 10,885 14,129

前払費用 13,211 15,840

繰延税金資産 － 20,596

その他 15,283 38,729

貸倒引当金 △6,525 △4,809

流動資産合計 3,131,866 3,152,441

固定資産   

有形固定資産   

建物 48,970 53,502

減価償却累計額 △11,219 △23,083

建物（純額） 37,750 30,418

工具、器具及び備品 275,476 270,459

減価償却累計額 △219,604 △226,450

工具、器具及び備品（純額） 55,871 44,008

建設仮勘定 670 929

有形固定資産合計 94,293 75,357

無形固定資産   

のれん 121,743 313,197

ソフトウエア 144,102 164,575

ソフトウエア仮勘定 13,339 9,366

その他 874 4,410

無形固定資産合計 280,060 491,549

投資その他の資産   

投資有価証券 33,712 34,224

関係会社株式 － 19,912

長期貸付金 － 25,000

破産更生債権等 30,146 26,492

長期前払費用 2,015 1,540

差入保証金 48,865 62,092

繰延税金資産 － 16,776

その他 25,100 25,832

貸倒引当金 △30,146 △26,492

投資その他の資産合計 109,693 185,379

固定資産合計 484,047 752,286

資産合計 3,615,913 3,904,727
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,790 79,996

1年内返済予定の長期借入金 6,012 48,768

未払金 8,467 8,708

未払費用 134,066 145,515

未払法人税等 9,690 14,365

未払消費税等 2,139 17,073

前受金 29,417 21,212

預り金 10,048 16,498

賞与引当金 32,288 9,444

ポイント引当金 2,060 －

その他 16,573 23,540

流動負債合計 297,555 385,122

固定負債   

長期借入金 33,133 87,434

資産除去債務 15,000 15,000

退職給付引当金 － 18,208

役員退職慰労引当金 － 33,115

その他 2,577 3,709

固定負債合計 50,710 157,467

負債合計 348,266 542,589

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,169,675 1,169,675

資本剰余金 1,824,704 1,824,704

利益剰余金 260,901 353,133

自己株式 △4,178 △4,178

株主資本合計 3,251,102 3,343,334

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 330

その他の包括利益累計額合計 － 330

新株予約権 12,961 17,884

少数株主持分 3,583 588

純資産合計 3,267,647 3,362,137

負債純資産合計 3,615,913 3,904,727
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,054,245 2,286,484

売上原価 391,391 338,687

売上総利益 1,662,854 1,947,797

販売費及び一般管理費 1,646,091 1,852,623

営業利益 16,763 95,173

営業外収益   

受取利息 2,115 2,076

為替差益 － 1,471

持分法による投資利益 － 1,745

その他 271 2,090

営業外収益合計 2,387 7,383

営業外費用   

支払利息 － 1,056

その他 － 334

営業外費用合計 － 1,390

経常利益 19,150 101,166

特別利益   

子会社株式売却益 － 33,529

特別利益合計 － 33,529

特別損失   

固定資産除却損 44,019 12,955

投資有価証券評価損 605 488

減損損失 23,835 －

本社移転費用 19,171 －

事業撤退損 4,865 －

特別損失合計 92,497 13,443

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（△）

△73,347 121,252

法人税、住民税及び事業税 2,902 9,687

法人税等調整額 － 780

法人税等合計 2,902 10,467

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△76,249 110,785

少数株主利益 － 18,553

四半期純利益又は四半期純損失（△） △76,249 92,232
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△76,249 110,785

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 330

その他の包括利益合計 － 330

四半期包括利益 △76,249 111,115

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △76,249 92,562

少数株主に係る四半期包括利益 － 18,553
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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
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