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（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

一部訂正に関するお知らせ 

 

 

当社は、2012 年 3 月 28 日付「過年度決算訂正の可能性について」においてお知らせいたしましたとお

り、当社及び連結子会社であるユナイティア株式会社（2011 年 10 月に当社が吸収合併）、株式会社 IMJ

モバイルおいて発生した実在性の疑義に関する取引に伴う連結財務諸表の訂正について確定作業を進

めてまいりました。このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので下記のとおりご報告いたしま

す。 

訂正内容については、訂正後の決算短信を添付し、訂正箇所には    （下線）を付して表示しており

ます。なお、訂正箇所は多数に及ぶことから訂正事項については訂正後のみを記載しております。 

 

 

記 

 

1. 訂正を行う決算短信 

決算期   平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

発表日   2011 年 11 月 8 日 

 

2. 訂正の経緯 

訂正の経緯については、本日（2012年 5月 2日付）公表の「第三者調査委員会の調査結果に関するお

知らせ」をご参照ください。 
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取締役 執行役員 CFO 堀口雄二 

TEL：03-6415-4257 E-mail：irpr@imjp.co.jp 
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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

 平成24年３月期における配当予想は未定であります。 
  

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） 

  

【訂正後】    

平成24年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

       平成23年11月８日  

上場会社名 株式会社アイ・エム・ジェイ 上場取引所  大 

コード番号 4305 ＵＲＬ  http://www.imjp.co.jp/ 

代表者        （役職名） 
代表取締役社長  

執行役員CEO 
（氏名）廣田 武仁 

問合せ先責任者（役職名） 取締役 執行役員CFO （氏名）堀口 雄二 （ＴＥＬ）  03（6415）4250 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有       

四半期決算説明会開催の有無  ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）     

  （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 ％ 

24年３月期第２四半期  6,619  △17.1  △268  －  △257  －  54  264.0

23年３月期第２四半期  7,980  13.4  △21  －  △14  －  14  －

（注）  包括利益 24年３月期第２四半期 284百万円 ( ％)－ 23年３月期第２四半期 △43百万円 ( ％)－

  
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２四半期  306.13  306.12

23年３月期第２四半期  84.16  84.12

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期  9,368  7,385  74.7

23年３月期  9,809  7,140  69.4

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 6,993百万円 23年３月期 6,805百万円 

  
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 

23年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

24年３月期  － 0.00       

24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： 有

  （％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  14,005  △16.2  △71  －  △61  －  218  －  1,229.51

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



 ４．その他 

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 

  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、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いません。  

  

※  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、添付資料Ｐ．３「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。  

  

（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                        ： 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２Ｑ 183,140株 23年３月期 183,140株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 5,833株 23年３月期 5,833株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 177,307株 23年３月期２Ｑ 177,166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の我が国の経済状況は、平成23年３月に発生した東日本大震災の甚大な被害により

一時は低調となった企業活動も回復の兆しを見せておりましたが、急速な為替変動やデフレ状況等も継続してお

り、依然として先行き不透明となっております。 

このような我が国の経済状況の中で、当社グループの事業領域であるインターネット業界においては、スマー

トフォン、iPadなどの新型携帯端末の急速な普及やソーシャルネットワーキングサービス（SNS）の浸透によっ

て、消費者のインターネットへの接触時間は増加し、また、接触シーンも多様化しており、企業のデジタルマーケ

ティングに対する需要がさらに拡大をしております。 

そのような事業環境の中、当社グループとしては、インターネットを活用したデジタルマーケティングに積極

的な企業をターゲットに、ウェブサイト・モバイルサイト・スマートフォンサイトの構築・運用を軸に、集客（イ

ンターネット広告・SEO等）や分析（ウェブサイト分析・効果検証等）など、顧客のデジタルマーケティングを支

援する様々なソリューションを提供し、顧客関係を深化させ、事業の拡大に努めてまいりました。 

また、セグメントにつきましては、従来３事業セグメント（デジタルマーケティング事業、ネットサービス事

業、エンタテインメント事業）での経営を行っておりましたが、市場環境や顧客動向を見据え、「コア事業への経

営資源の集中」として、デジタルマーケティング事業へ注力するため、前連結会計年度末にモバイルアフィリエイ

ト広告事業を譲渡し、第１四半期連結会計期間にエンタテインメント事業を運営する子会社株式の売却による非連

結化を行いました。 

 このような事業再編に伴い、第１四半期連結会計期間より、従来のデジタルマーケティング事業、ネットサービ

ス事業を経営効率を図るためデジタルマーケティング事業として集約しております。あわせて組織構造についても

見直しを行い、当社グループでは単一事業セグメントでの経営を行っております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間において、連結売上高は前年同期比82.9%の6,619百万円、連結営業損失

は268百万円（前年同期は21百万円の損失）、連結経常損失は257百万円（前年同期は14百万円の損失）、連結四半

期純利益は54百万円（前年同期は14百万円）となりました。 

 前年同期より売上高が減少した要因は、エンタテインメント事業の非連結化及びモバイルアフィリエイト広告事

業の譲渡等の事業再編によるものです。また、前年同期より営業利益が減少した要因は、受注案件において、一部

不採算が発生したことによるものです。当第２四半期連結累計期間における特別損益としては、子会社の保有する

投資有価証券の売却による投資有価証券売却益548百万円等により、特別利益が556百万円となりました。一方、投

資有価証券評価損29百万円及び出資金評価損76百万円等により、特別損失は129百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,368百万円となり、前連結会計年度末比441百万円の減少となり

ました。これは主に、前連結会計年度末に増加した営業債権の回収により、受取手形及び売掛金が前連結会計年度

末比852百万円減少した一方、有価証券が前連結会計年度末比400百万円増加しているためです。 

 負債は1,983百万円となり、前連結会計年度末比686百万円の減少となりました。これは主に、前連結会計年度末

に増加した外注費及び媒体費等の支払いにより、買掛金が前連結会計年度末比540百万円減少し、連結子会社によ

る銀行借入金の返済により短期借入金が前連結会計年度末比186百万円減少したためです。 

 純資産は7,385百万円となり、前連結会計年度末比245百万円の増加となりました。これは主に、四半期純利益54

百万円の計上と四半期純利益の計上に伴い、少数株主持分が前連結会計年度末比53百万円増加していること、ま

た、投資有価証券の時価評価によりその他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比130百万円増加していること

によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの分析 

 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（以下「資金」という。）は、投資活動によるキャッ

シュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローにおいて資金を使用した結果、2,881百万円（前年同四半期

末は3,665百万円）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は184百万円（前年同四半期は290百万円の獲

得）となりました。 

 主な増加要因は売上債権の減少額718百万円、未収入金の減少額242百万円、税金等調整前四半期純利益169百万

円、受注損失引当金の増加額114百万円及び減価償却費105百万円であり、一方主な減少要因は投資有価証券売却益

548百万円、仕入債務の減少額388百万円、たな卸資産の増加額174百万円及び法人税等の支払額107百万円によるも

１．当四半期決算に関する定性的情報
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のであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は174百万円（前年同四半期は119百万円の獲

得）となりました。 

 主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入366百万円であり、一方主な減少要因は、有価証券の増加400百

万円及び無形固定資産の取得による支出86百万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） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は222百万円（前年同四半期は442百万円の使

用）となりました。 

 これは主に、短期借入金の減少200百万円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 

 11月４日に公表いたしました「業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」に記載のとおり、下期の

連結業績予想につきましては、企業のマーケティング活動におけるインターネットの影響力は引き続き拡大してお

りますため据え置きといたしますが、通期連結業績予想につきましては、前述の当第２四半期累計期間までの業績

を反映させ、下記のとおり修正いたしました。 

  

平成24年３月期の通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨）

  

  

（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 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額は、83円99銭であります。  

  

  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

（円） 

修正前予想（A）  14,000  100  100  50 円 282.00

修正後予想（B）  14,005  △71  △61  218 円 1,229.51

増減額  （B-A）  5  △171  △161  168 円 947.51

増減率 % 0.0  －  － % 336.0 ％ 336.0

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
 16,707  △5  13  △63 円 △359.31

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

資産の部 

  流動資産 

    現金及び預金 3,393,703 3,181,263

    受取手形及び売掛金 3,540,309 2,687,343

    有価証券 400,000 800,000

    商品及び製品 250,851 1,804

    仕掛品 306,195 353,712

    貯蔵品 806 1,144

    その他 448,708 496,874

    貸倒引当金 △60,673 △55,536

    流動資産合計 8,279,900 7,466,606

  固定資産 

    有形固定資産 432,564 420,875

    無形固定資産 

      のれん 88,423 92,281

      その他 169,048 261,191

      無形固定資産合計 257,472 353,473

    投資その他の資産 

      その他 867,119 1,168,524

      貸倒引当金 △27,527 △41,417

      投資その他の資産合計 839,592 1,127,106

    固定資産合計 1,529,628 1,901,455

  繰延資産 423 227

  資産合計 9,809,952 9,368,288

負債の部 

  流動負債 

    買掛金 1,218,049 677,895

    短期借入金 200,000 13,847

    1年内返済予定の長期借入金 16,392 16,392

    未払法人税等 135,184 73,852

    賞与引当金 260,069 245,753

    受注損失引当金 120,204 234,703

    その他 615,867 513,993

    流動負債合計 2,565,767 1,776,439

  固定負債 

    長期借入金 72,342 64,146

    その他 31,790 142,613

    固定負債合計 104,132 206,759

  負債合計 2,669,899 1,983,198
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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２四半期連結会計期間 

(平成23年９月30日) 

純資産の部 

  株主資本 

    資本金 4,310,460 4,310,460

    資本剰余金 2,770,489 2,364,621

    利益剰余金 △107,193 356,312

    自己株式 △174,540 △174,540

    株主資本合計 6,799,215 6,856,853

  その他の包括利益累計額 

    その他有価証券評価差額金 6,147 136,987

    その他の包括利益累計額合計 6,147 136,987

  新株予約権 59,378 62,345

  少数株主持分 275,311 328,903

  純資産合計 7,140,052 7,385,090

負債純資産合計 9,809,952 9,368,288
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      （第２四半期連結累計期間） 

（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)

(単位：千円)

  

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,980,203 6,619,354

売上原価 6,711,000 5,714,088

売上総利益 1,269,202 905,265

販売費及び一般管理費 1,290,775  1,173,727

営業損失（△） △21,572 △268,461

営業外収益 
  

受取利息 3,029 4,439
  

受取配当金 13,567 868
  

貸倒引当金戻入額 － 7,051
  

経営指導料 － 6,030
  

受取賃貸料 － 2,706
  

その他 3,192 1,964
  

営業外収益合計 19,789 23,060

営業外費用 
  

支払利息 2,749 1,737
  

創立費償却 72 68
  

持分法による投資損失 6,547 1,360
  

経営管理費 － 5,728
  

賃貸費用 － 2,571
  

その他 3,211 789
  

営業外費用合計 12,580 12,255

経常損失（△） △14,364 △257,656

特別利益 
  

投資有価証券売却益 7,744 548,437
  

関係会社株式売却益 6,227 －
  

貸倒引当金戻入額 8,196 －
  

その他 － 7,910
  

特別利益合計 22,168 556,348

特別損失 
  

固定資産除却損 3,531 475
  

減損損失 3,643 －
  

投資有価証券売却損 8,125 －
  

投資有価証券評価損 － 29,169
  

出資金評価損 － 76,801
  

その他 7,535 23,238
  

特別損失合計 22,835 129,685

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（△） 
△15,031 169,005

法人税、住民税及び事業税 18,355 53,025

法人税等調整額 4,510 851

法人税等合計 22,865 53,876

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（△） 
△37,897 115,129

少数株主利益又は少数株主損失（△） △52,807 60,850

四半期純利益 14,910 54,278
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      （第２四半期連結累計期間） 

  

(四半期連結包括利益計算書)

（単位：千円）

  

    

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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（△） 
△37,897 115,129

その他の包括利益 

  その他有価証券評価差額金 △5,295 169,117

  為替換算調整勘定 △37 －

  持分法適用会社に対する持分相当額 △425 －

  その他の包括利益合計 △5,758 169,117

四半期包括利益 △43,655 284,247

（内訳） 

  親会社株主に係る四半期包括利益 9,271 185,118

  少数株主に係る四半期包括利益 △52,926 99,128
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30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又は税金等調整前四

半期純損失（△） 
△15,031 169,005

  減価償却費 108,845 105,825

  減損損失 3,643 －

  のれん償却額 95,609 53,168

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,856 －

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,096 16,735

  賞与引当金の増減額（△は減少） 33,763 △10,971

  受注損失引当金の増減額（△は減少） 13,016 114,499

  受取利息及び受取配当金 △16,597 △5,307

  支払利息 2,749 1,737

  持分法による投資損益（△は益） 6,547 1,360

  固定資産除却損 3,531 475

  出資金評価損 － 76,801

  投資有価証券評価損益（△は益） 505 29,169

  投資有価証券売却損益（△は益） 380 △548,437

  関係会社株式売却損益（△は益） △6,227 －

  売上債権の増減額（△は増加） 262,662 718,633

  たな卸資産の増減額（△は増加） 155,999 △174,290

  未収入金の増減額（△は増加） － 242,217

  仕入債務の増減額（△は減少） △226,596 △388,251

  立替金の増減額（△は増加） 34,811 795

  未払費用の増減額（△は減少） 11,990 6,057

  預り金の増減額（△は減少） △110,199 7,355

  前受金の増減額（△は減少） △103,198 7,358

  その他 22,027 △135,958

  小計 278,994 287,981

  利息及び配当金の受取額 21,144 5,360

  利息の支払額 △2,468 △1,517

  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,123 △107,792

  営業活動によるキャッシュ・フロー 290,547 184,032
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(単位：千円)

  

    

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

  有価証券の純増減額（△は増加） － △400,000

  有形固定資産の取得による支出 △9,921 △23,366

  有形固定資産の売却による収入 － 770

  無形固定資産の取得による支出 △60,396 △86,488

  無形固定資産の売却による収入 2,305 746

  投資有価証券の取得による支出 △14,055 △10,960

  投資有価証券の売却による収入 58,244 366,165

  少数株主からの子会社株式の取得による支出 － △24,073

  関係会社株式の売却による収入 － 57,147

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
－ △39,640

  
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出 
－ △34,536

  敷金及び保証金の差入による支出 △360 △1,476

  敷金及び保証金の回収による収入 146,893 －

  保険積立金の積立による支出 － △10,324

  貸付けによる支出 － △182

  貸付金の回収による収入 6,965 31,847

  長期前払費用の取得による支出 △10,180 －

  その他 △261 △10

  投資活動によるキャッシュ・フロー 119,234 △174,381

財務活動によるキャッシュ・フロー 

  短期借入金の純増減額（△は減少） △450,000 △200,000

  長期借入金の返済による支出 △37,870 △8,196

  長期借入れによる収入 80,000 －

  リース債務の返済による支出 △14,857 △13,895

  株式の発行による収入 8,499 －

  連結子会社の自己株式の取得による支出 △27,885 －

  財務活動によるキャッシュ・フロー △442,113 △222,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 △168 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,499 △212,440

現金及び現金同等物の期首残高 3,698,081 3,093,703

現金及び現金同等物の四半期末残高  3,665,581  2,881,263
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  該当事項はありません。  

  

  

  当社グループは、事業を集約し「デジタルマーケティング事業」の単一セグメントとしているため、セグメン

ト情報等の記載を省略しております。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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