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1. 平成26年9月期第1四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成25年12月31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 ％

26年9月期第1四半期 3,395 9.4 170 155.3 214 142.9 156 394.7
25年9月期第1四半期 3,103 △9.7 66 △81.1 88 △75.2 31 △74.2

（注）包括利益 26年9月期第1四半期 176百万円 （241.9％） 25年9月期第1四半期 51百万円 （△44.0％）

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9月期第1四半期 69.51 67.06
25年9月期第1四半期 14.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第1四半期 12,091 9,129 75.5
25年9月期 12,157 9,069 74.6
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 9,124百万円 25年9月期 9,063百万円

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9月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 0.00 ― 70.00 70.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30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) 7,744 7.9 460 24.3 479 17.5 248 21.5 110.63
通期 16,746 18.0 1,405 43.6 1,438 38.3 736 40.9 328.42



(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の対象外であります。なお、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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 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 ： 無
②①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9月期1Q 2,267,600 株 25年9月期 2,243,600 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 314 株 25年9月期 278 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 2,246,439 株 25年9月期1Q 2,243,322 株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、緩やかな景気回復の動きにあります。先行きにつ

いても、輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続

き、この動きは確かになるものと考えられます。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気

を下押しするリスクとなっております。また、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要及びその反動も見

込まれております。 

このような経済環境のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,395百万円(前年同期比292百

万円増、同9.4％増)、営業利益は170百万円(前年同期比103百万円増、同155.3％増)、経常利益は214百

万円(前年同期比126百万円増、同142.9％増)、四半期純利益は156百万円(前年同期比124百万円増、同

394.7％増)となりました。 

これをセグメント別に見ますと、次のとおりであります。 

  

(マーケティング事業)  

インターナル・マーケティングは、自動車関連分野における技術教育案件の増加、同分野における

業務支援システム案件の増加などにより、売上高は454百万円(前年同期比101百万円増、同28.7％増)

となりました。 

エクスターナル・マーケティングは、自動車関連分野における試乗会イベント案件の増加があった

ものの、同分野ではブランドイメージ向上支援案件の減少もありました。また、医療関連分野におけ

る販促案件の減少、住宅関連分野における販促物制作案件の減少などもあり、売上高は282百万円(前

年同期比74百万円減、同20.8％減)となりました。 

カスタマーサポート・マーケティングは、自動車関連分野において、使用説明書や解説書を中心に

案件の増加があり、売上高は1,849百万円(前年同期比171百万円増、同10.2％増)となりました。 

トータルプリンティングは、自動車関連分野における使用説明書の印刷案件の増加があり、売上高

は396百万円(前年同期比40百万円増、同11.5％増)となりました。 

その他については、コンビニエンスストア売上、丸星株式会社の業務委託等があり、売上高は113

百万円(前年同期比７百万円減、同6.5％減)となりました。 

これらの結果、マーケティング事業の売上高は3,096百万円(前年同期比231百万円増、同8.1％

増)、営業利益は234百万円(前年同期比89百万円増、同62.1％増)となりました。 

  

(システム開発事業) 

ソフトウエア受託開発を主力とするシステム開発事業は、主要なお取引先からの受注案件の増加が

あり、売上高は299百万円(前年同期比61百万円増、同25.7％増)となりました。営業損失は19百万円

(前年同期は営業損失32百万円)となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より65百万円減少し、12,091百万円

(前連結会計年度末比0.5％減)となりました。これは主として、現金及び預金の増加が257百万円あっ

たものの、受取手形及び売掛金の減少394百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より125百万円減少し、2,962百万円

(前連結会計年度末比4.0％減)となりました。これは主として、流動負債のその他の増加375百万円が

あったものの、賞与引当金の減少227百万円、未払法人税等の減少169百万円、役員賞与引当金の減少

61百万円によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末より59百万円増加し、9,129百万

円(前連結会計年度末比0.7％増)となりました。これは主として、資本金の増加20百万円、資本剰余

金の増加20百万円によるものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、平成25年11月８日付の「平成25年９月期決算短信」にて発表しました

業績予想の変更はありません。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

①資産の部

②負債の部

③純資産の部

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,589,704 3,847,676

受取手形及び売掛金 2,430,094 2,035,425

たな卸資産 846,962 1,030,803

その他 364,722 350,449

貸倒引当金 △2,578 △1,912

流動資産合計 7,228,906 7,262,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 485,059 475,275

機械装置及び運搬具（純額） 335,293 321,691

土地 1,790,655 1,790,655

その他（純額） 87,431 94,369

有形固定資産合計 2,698,441 2,681,992

無形固定資産   

のれん 778,732 732,924

その他 342,248 322,332

無形固定資産合計 1,120,981 1,055,257

投資その他の資産   

その他 1,119,238 1,093,026

貸倒引当金 △10,533 △833

投資その他の資産合計 1,108,704 1,092,193

固定資産合計 4,928,127 4,829,442

資産合計 12,157,033 12,091,885

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 853,857 867,324

未払法人税等 204,806 35,202

賞与引当金 463,502 236,501

役員賞与引当金 84,120 22,123

その他 376,319 752,215

流動負債合計 1,982,605 1,913,366

固定負債   

退職給付引当金 814,715 767,722

役員退職慰労引当金 289,741 244,916

その他 706 36,759

固定負債合計 1,105,163 1,049,399

負債合計 3,087,769 2,962,766
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,770 550,170

資本剰余金 443,430 463,830

利益剰余金 7,949,420 7,948,541

自己株式 △488 △574

株主資本合計 8,922,132 8,961,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,210 82,656

為替換算調整勘定 68,648 80,111

その他の包括利益累計額合計 141,859 162,767

少数株主持分 5,271 4,384

純資産合計 9,069,263 9,129,119

負債純資産合計 12,157,033 12,091,885
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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10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,103,077 3,395,529

売上原価 2,213,710 2,369,348

売上総利益 889,366 1,026,181

販売費及び一般管理費 822,487 855,438

営業利益 66,878 170,742

営業外収益   

受取利息 133 203

受取配当金 655 1,167

受取保険金 3,529 10,663

作業くず売却益 3,733 4,011

補助金収入 5,396 －

為替差益 6,529 26,694

その他 1,695 1,768

営業外収益合計 21,672 44,509

営業外費用   

支払利息 163 32

固定資産除却損 18 518

その他 21 100

営業外費用合計 203 651

経常利益 88,347 214,601

特別利益   

固定資産売却益 3,363 1,622

特別利益合計 3,363 1,622

特別損失   

固定資産売却損 146 342

特別損失合計 146 342

税金等調整前四半期純利益 91,564 215,880

法人税、住民税及び事業税 7,100 16,930

法人税等調整額 52,386 43,689

法人税等合計 59,487 60,619

少数株主損益調整前四半期純利益 32,077 155,261

少数株主利益又は少数株主損失（△） 510 △892

四半期純利益 31,566 156,153
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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10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,077 155,261

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,054 9,446

為替換算調整勘定 3,397 11,468

その他の包括利益合計 19,452 20,914

四半期包括利益 51,530 176,175

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,142 177,062

少数株主に係る四半期包括利益 387 △887
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成24年12月31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 セグメント利益または損失の調整額△44,957千円には、セグメント間取引消去850千円、のれんの償却額 

△45,807千円が含まれております。 

２ セグメント利益または損失は、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）

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,864,888 238,189 3,103,077 ─ 3,103,077

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

249 12,312 12,562 △12,562 ─

計 2,865,137 250,501 3,115,639 △12,562 3,103,077

セグメント利益または損失
(△)

144,574 △32,737 111,836 △44,957 66,878
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成25年12月31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 セグメント利益または損失の調整額△44,307千円には、セグメント間取引消去1,500千円、のれんの償却額

△45,807千円が含まれております。 

２ セグメント利益または損失は、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。 

  

  

  

  

  

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,096,037 299,492 3,395,529 ─ 3,395,529

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

1,612 12,803 14,415 △14,415 ─

計 3,097,649 312,295 3,409,944 △14,415 3,395,529

セグメント利益または損失
(△)

234,360 △19,310 215,050 △44,307 170,742
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