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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 467 △44.0 △41 ― △27 ― △33 ―
23年3月期第1四半期 834 26.4 △28 ― △41 ― △22 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △24百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △1.65 ―
23年3月期第1四半期 △1.11 ―

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3月期第1四半期 3,077 1,817 57.7 87.90
23年3月期 3,369 1,848 53.7 89.45
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,776百万円 23年3月期  1,807百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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) 1,100 △31.2 50 △30.6 40 △30.8 25 △66.6 1.24
通期 2,200 △19.8 100 1.5 80 △3.2 50 △35.2 2.47



(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、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きを実施しています。 

※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いおり、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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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3月期1Q 20,693,000 株 23年3月期 20,693,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 481,573 株 23年3月期 481,573 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,211,427 株 23年3月期1Q 20,212,007 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災に伴う甚大な被害に加

え、その後の原子力発電所の事故やこれに伴う電力供給不足等により、先行きの読めない状況となっておりま

す。また、原油高の影響、海外経済の回復がさらに緩やかになること等により、景気が下振れするリスクも存在

しております。このような経済環境の中、当社グループが属する業界におきましては、企業のＩＴ関連投資に対

する動きが抑制されるなど厳しい事業環境で推移いたしました。 

 このような事業環境のもと、当社グループとしましては、インターネット関連事業を行うソフィア総合研究

所株式会社、情報システム事業を行う株式会社ソフィアモバイル、デジタルプロダクツ事業を行うソフィアデジ

タル株式会社、海外事業を行うSOPHIA ASIA-PACIFIC, LIMITEDの４社により各事業ドメインでの業容拡大を目指

し積極的な事業活動を行うとともに、各種経費の見直し・削減に努め、厳しい状況を乗り越えるべく対応いたし

ました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績としましては、売上高が467百万円（前年同四半期は834百

万円）となりました。損益面におきましては、営業損失41百万円（前年同四半期は営業損失28百万円）、経常損

失27百万円（前年同四半期は経常損失41百万円）、四半期純損失33百万円（前年同四半期は四半期純損失22百万

円）となりました。  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

［インターネット関連事業］ 

 インターネット関連のシステム開発及び運営支援、業務コンサルティング、データセンターの運用・保守等を

行い、売上高は422百万円（前年同四半期は625百万円）となりました。 

［情報システム事業］ 

 デジタルサイネージ（映像や情報を表示する電子広告媒体）端末の販売、レンタル及び動画配信管理システム

や市場開拓のコンサルティング等の提供、SIMフリースマートフォン販売を行い、売上高は40百万円（前年同四

半期は13百万円）となりました。 

 [デジタルプロダクツ事業] 

 法人やコンシューマー（一般消費者）向けにネットデバイス（デジタル製品）の企画、開発、製造、販売を

行い、売上高は3百万円（前年同四半期は197百万円）となりました。  

 [海外事業]   

 当第１四半期連結累計期間において、東アジア圏におけるIT事業の情報提供等、グループ会社に対する事業機

会の提供、ビジネスの仲介業務等の取引成立はありませんでした。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ291百万円減少し3,077百万円となり

ました。これは現金及び預金の減少額322百万円、受取手形及び売掛金の減少額71百万円、投資その他の資産の

増加額112百万円等によるものであります。 

負債につきましては前連結会計年度末に比べ259百万円減少し1,260百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金の減少60百万円、短期借入金の増加額100百万円、社債の減少20百万円等によるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ31百万円減少となり、自己資本比率は57.7％となりました。 

（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、本資料の公表時点において、平成23年５月13日付「平成23年３月期決算短

信」にて発表いたしました業績予想に変更はございません。  

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,958,661 1,636,267

受取手形及び売掛金 369,533 297,779

有価証券 44,466 44,473

商品及び製品 68,178 44,894

原材料及び貯蔵品 735 735

その他 234,186 271,211

貸倒引当金 △1,902 △1,949

流動資産合計 2,673,858 2,293,412

固定資産   

有形固定資産 174,695 163,049

無形固定資産 97,457 86,259

投資その他の資産   

投資有価証券 190,251 295,493

敷金及び保証金 29,303 37,050

その他 253,330 252,432

貸倒引当金 △49,813 △49,813

投資その他の資産合計 423,071 535,163

固定資産合計 695,224 784,472

資産合計 3,369,082 3,077,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 147,367 87,170

短期借入金 550,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 75,000 50,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 26,963 1,638

その他 527,274 308,609

流動負債合計 1,426,604 1,197,419

固定負債   

社債 40,000 20,000

その他 53,828 43,170

固定負債合計 93,828 63,170

負債合計 1,520,433 1,260,590
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 250,397 250,397

利益剰余金 △486,061 △519,340

自己株式 △61,060 △61,060

株主資本合計 1,811,275 1,777,996

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,157 △274

為替換算調整勘定 △1,279 △1,238

その他の包括利益累計額合計 △3,436 △1,512

新株予約権 40,810 40,810

純資産合計 1,848,649 1,817,294

負債純資産合計 3,369,082 3,077,884
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 834,032 467,376

売上原価 688,951 349,347

売上総利益 145,080 118,029

販売費及び一般管理費 173,588 159,740

営業損失（△） △28,507 △41,711

営業外収益   

受取利息 168 4,613

受取配当金 315 60

持分法による投資利益 － 12,276

その他 104 1,262

営業外収益合計 589 18,212

営業外費用   

支払利息 4,302 3,665

為替差損 3,864 －

持分法による投資損失 5,248 －

その他 479 600

営業外費用合計 13,894 4,265

経常損失（△） △41,812 △27,764

特別利益   

債務免除益 2,133 －

特別利益合計 2,133 －

税金等調整前四半期純損失（△） △39,678 △27,764

法人税、住民税及び事業税 5,925 432

法人税等調整額 △23,240 5,081

法人税等合計 △17,315 5,513

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △22,362 △33,278

四半期純損失（△） △22,362 △33,278

㈱ソフィアホールディングス （6942） 平成24年３月期第１四半期決算短信 

－5－



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △22,362 △33,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,296 1,883

為替換算調整勘定 △586 40

その他の包括利益合計 △1,882 1,923

四半期包括利益 △24,245 △31,354

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,245 △31,354

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。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30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  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。  

  

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  

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
インターネッ
ト関連事業 

情報システ
ム事業 

デジタルプロ
ダクツ事業 

海外事業 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  623,268 13,043 197,246  － 833,559

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,393 － －  142,366 144,759

計  625,662 13,043 197,246  142,366 978,319

セグメント利益又は損失

（△） 
 57,494 △26,667  △30,411  12,312 12,729

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  12,729

セグメント間取引消去  3,188

全社損益（注）  △37,538

その他の調整額  △6,886

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △28,507
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社損益は、主に提出会社に係る損益であります。  

  

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  

 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。 

   

  （単位：千円）

  
インターネッ
ト関連事業 

情報システ
ム事業 

デジタルプロ
ダクツ事業 

海外事業 合計 

売上高           

外部顧客への売上高  421,165 40,936 3,159  － 465,261

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,296 － 67  － 1,363

計  422,461 40,936 3,227  － 466,624

セグメント利益又は損失

（△） 
 7,142 △8,567  △1,602  △543 △3,570

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △3,570

セグメント間取引消去  －

全社損益（注）  △38,696

その他の調整額  555

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △41,711

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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