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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3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 ％

23年9月期第2四半期 5,817 8.8 231 △52.2 255 △50.0 106 △54.2
22年9月期第2四半期 5,345 △23.0 484 △55.1 510 △52.7 232 △63.4

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

23年9月期第2四半期 47.45 46.82
22年9月期第2四半期 103.60 ―

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

23年9月期第2四半期 10,733 7,921 73.8 3,530.76
22年9月期 10,238 7,942 77.6 3,540.36

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  7,921百万円 22年9月期  7,942百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年9月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
23年9月期 ― 0.00
23年9月期 

（予想）
― 60.00 60.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 13,236 16.6 846 △28.9 888 △28.7 416 △29.2 185.84



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  
新規 １社（社名 丸星株式会社） 、 除外 －社 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期2Q 2,243,600株 22年9月期  2,243,600株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  128株 22年9月期  70株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 2,243,525株 22年9月期2Q 2,243,600株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や経済施策の効果などを背景に持

ち直しの兆しが見られました。しかしながら、不安定な中東情勢に伴う原油価格の高騰や円高、海外経

済の動向など景気が下振れするリスクは依然として存在し、先行きの不透明な状況は継続してまいりま

した。また、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は日本経済に甚大な被害をもたらして

おり、今後も厳しい状況は続くものと予想されます。 

このような経済環境のもと、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、5,817百万円(前年同期間比

471百万円増、同8.8％増)、営業利益は231百万円(前年同期間比252百万円減、同52.2％減)、経常利益

は255百万円(前年同期間比254百万円減、同50.0％減)、四半期純利益は106百万円(前年同期間比125百

万円減、同54.2％減)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、自動車の商品教育案件の受注増、業務効率化システム構築案件

の受注増により、売上高は905百万円(前年同期間比235百万円増、同35.1％増)となりました。 

エクスターナル・マーケティングは、一部広報関連の受注減少が見られたものの、販売促進施策案

件の増加等により、売上高は440百万円(前年同期間比19百万円増、同4.7％増)となりました。 

カスタマーサポート・マーケティングは、平成23年１月24日付で実施した丸星株式会社の子会社化

により、主力の自動車向けマニュアルの企画・編集・制作業務が増加し、売上高は2,896百万円(前年

同期間比261百万円増、同9.9％増)となりました。 

トータルプリンティングは、自動車の使用説明書や修理書の減少により、売上高は713百万円(前年

同期間比48百万円減、同6.3％減)となりました。 

その他は、主要顧客のマーケティング活動推進のために経営しておりますコンビニエンス店舗売上

を中心に、売上高は96百万円(前年同期間比２百万円減、同2.6％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5,053百万円(前年同期間比466百万円増、同10.2％

増)、営業利益は232百万円(前年同期間比217百万円減、同48.3％減)となりました。 

(システム開発事業) 

システム開発事業は、人材派遣部門の事業譲渡による減少があったものの、主要クライアント向け

のソフトウエア受託開発が増加し、売上高は763百万円(前年同期間比５百万円増、同0.7％増)、営業

利益は32百万円(前年同期間比１百万円増、同6.1％増)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、10,733百万円となり、前連結会計年度末より494

百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金の減少2,027百万円があったものの、の

れんの増加1,236百万円、受取手形及び売掛金の増加518百万円、土地の増加369百万円によるもので

あります。 

なお純資産は7,921百万円となり、自己資本比率は73.8％と前連結会計年度末と比べ3.8ポイント減

少しております。 

  

１. 当四半期の連結業績等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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(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,027百万

円減少し、1,723百万円(前連結会計年度末3,750百万円)となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは216百万円の収入(前年第２四半期連結累計期間51百万円の収

入)となりました。これは主として、法人税等の支払額243百万円があったものの、税金等調整前四半

期純利益248百万円、減価償却費100百万円、仕入債務の増減額104百万円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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,353百万円の支出(前年同期間133百万円の支出)となりまし

た。これは主として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,243百万円によるもの

であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは893百万円の支出(前年同期間89百万円の支出)となりまし

た。これは主として、長期借入金の返済による支出758百万円によるものであります。 

  

平成23年９月期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績及び丸星株式会社の子会社化の影

響等を考慮して、平成22年11月５日付「平成22年９月期決算短信」で発表いたしました数値を変更して

おります。詳細は、平成23年５月９日発表の「第２四半期累計期間業績予想との差異および通期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成23年３月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」による、当社グループへの人

的及び物的被害はありませんでした。 

  

(３) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間より、新たに株式を取得した丸星株式会社を連結の範囲に含めておりま

す。 

  

①簡便な会計処理 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  
②特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

 (「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号  平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号

 平成20年３月31日)を適用しております。 

この変更により、損益に与える影響は軽微であります。 

②表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 

 内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

２. その他の情報

(１) 重要な子会社の異動の概要(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,723,182 3,750,615

受取手形及び売掛金 2,416,066 1,897,463

たな卸資産 851,883 821,366

その他 332,537 271,667

貸倒引当金 △8,360 △7,170

流動資産合計 5,315,309 6,733,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 544,655 518,092

機械装置及び運搬具（純額） 309,063 331,286

土地 2,132,880 1,763,696

その他（純額） 105,905 63,498

有形固定資産合計 3,092,506 2,676,573

無形固定資産   

のれん 1,236,810 －

その他 129,433 80,708

無形固定資産合計 1,366,244 80,708

投資その他の資産   

その他 970,012 769,211

貸倒引当金 △10,905 △21,512

投資その他の資産合計 959,107 747,698

固定資産合計 5,417,857 3,504,981

資産合計 10,733,167 10,238,924

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,063,282 847,109

未払法人税等 137,823 188,969

賞与引当金 389,868 368,813

役員賞与引当金 45,000 82,300

その他 360,157 308,677

流動負債合計 1,996,132 1,795,869

固定負債   

退職給付引当金 593,737 273,912

役員退職慰労引当金 211,041 195,016

その他 11,084 31,212

固定負債合計 815,864 500,142

負債合計 2,811,996 2,296,011
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,770 529,770

資本剰余金 443,430 443,430

利益剰余金 6,926,726 6,954,888

自己株式 △244 △127

株主資本合計 7,899,682 7,927,961

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,488 14,951

評価・換算差額等合計 21,488 14,951

純資産合計 7,921,170 7,942,913

負債純資産合計 10,733,167 10,238,924
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(2) 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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,345,420 5,817,124

売上原価 3,824,847 4,324,713

売上総利益 1,520,573 1,492,411

販売費及び一般管理費 1,036,320 1,260,928

営業利益 484,252 231,482

営業外収益   

受取利息 831 227

受取配当金 5,074 2,131

受取保険金 6,643 2,690

作業くず売却益 5,549 8,443

為替差益 － 12,625

その他 9,077 3,486

営業外収益合計 27,175 29,605

営業外費用   

支払利息 510 5,657

為替差損 668 －

その他 － 70

営業外費用合計 1,179 5,727

経常利益 510,248 255,361

特別利益   

固定資産売却益 866 －

退職給付制度改定益 56,891 －

貸倒引当金戻入額 1,708 3,111

特別利益合計 59,465 3,111

特別損失   

固定資産除却損 6,677 7,513

減損損失 45,909 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,330

特別損失合計 52,586 9,843

税金等調整前四半期純利益 517,127 248,629

法人税、住民税及び事業税 159,868 133,012

法人税等調整額 124,826 9,167

法人税等合計 284,694 142,179

少数株主損益調整前四半期純利益 － 106,449

四半期純利益 232,432 106,449
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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21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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 517,127 248,629

減価償却費 117,616 100,106

減損損失 45,909 －

のれん償却額 － 45,807

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,275 44,745

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,355 △10,450

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,147 871

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △84,700 △50,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,725 16,025

受取利息及び受取配当金 △5,905 △2,359

支払利息 510 5,657

為替差損益（△は益） △790 △2,901

固定資産売却損益（△は益） △866 －

固定資産除却損 6,677 7,513

売上債権の増減額（△は増加） △33,538 △1,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,899 71,959

仕入債務の増減額（△は減少） △1,019 104,878

その他 △74,015 △118,793

小計 366,053 462,455

利息及び配当金の受取額 5,905 2,777

利息の支払額 △16 △5,499

法人税等の還付額 29,506 －

法人税等の支払額 △349,468 △243,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,979 216,400

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 △63,627 △80,634

有形固定資産の売却による収入 2,800 －

無形固定資産の取得による支出 △1,536 △27,789

投資有価証券の取得による支出 △816 △722

子会社出資金の取得による支出 △72,285 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,243,303

その他 1,649 △818

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,816 △1,353,269

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △758,000

自己株式の取得による支出 － △117

配当金の支払額 △89,203 △134,174

その他 － △1,175

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,203 △893,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 790 2,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △170,249 △2,027,433

現金及び現金同等物の期首残高 3,479,019 3,750,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,308,769 1,723,182
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年10月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注)１ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

 
  
  

(４) 継続企業の前提に関する注記

(５) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

マーケティング
事業 
(千円)

システム開発
事業 
(千円)

計
(千円)

消去または全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (１) 外部顧客に 
   対する売上高

4,586,814 758,605 5,345,420 ― 5,345,420

 (２) セグメント間の内部 
   売上高または振替高

7,853 40,495 48,349 (48,349) ―

計 4,594,668 799,101 5,393,769 (48,349) 5,345,420

営業利益 449,741 30,277 480,019 4,233 484,252

事業区分 主要な業務

マーケティング事業 インターナル・マーケティング

(業務標準化や商品教育・販売教育・技術教育などの企画・運営)

エクスターナル・マーケティング

(消費者へ訴求する販売促進や広告宣伝、広報などの企画・運営)

カスタマーサポート・マーケティング

(使用説明書・修理書等の企画・編集・制作)

トータルプリンティング

(使用説明書・修理書等の印刷・製本)

システム開発事業 コンピュータソフトウエア開発、人材派遣
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略して

おります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社グループは主に製品・サービス別に「マーケティング事業」及び「システム開発事業」の２つを報

告セグメントとしております。 

「マーケティング事業」は、主に使用説明書・修理書等の企画・編集・制作及び印刷・製本、業務標準

化や商品教育・販売教育などの企画・運営、消費者に対する販売促進や広告宣伝・広報などの企画・運営

等を行っております。「システム開発事業」は、コンピュータソフトウエア開発等を行っております。 

  

２  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 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年３月31日) 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△33,160千円には、セグメント間取引消去3,926千円、のれんの償却額△37,086千円

が含まれております。 

２ セグメント利益は、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。 

  

３  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 

(のれんの金額の重要な変動) 

「マーケティング事業」セグメントにおいて、丸星株式会社の株式取得時における取得原価が取得した

資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして認識しておりま

す。 

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結会計期間においては1,282,618千円であり

ます。 

  

【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 5,053,194 763,930 5,817,124 ─ 5,817,124

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

19,474 22,129 41,603 △41,603 ─

計 5,072,669 786,059 5,858,728 △41,603 5,817,124

セグメント利益 232,533 32,109 264,643 △33,160 231,482
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年10月１日 至 平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

(６) 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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