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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注）当社は、平成24年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと
仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(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 ％

25年3月期第1四半期 931 1.5 73 △8.0 74 △6.2 20 △40.9
24年3月期第1四半期 917 2.7 79 △10.1 79 △9.7 34 △25.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 18百万円 （△43.9％） 24年3月期第1四半期 33百万円 （△28.2％）

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1四半期 1.42 ―
24年3月期第1四半期 2.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,803 3,815 79.1
24年3月期 4,982 3,864 77.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,800百万円 24年3月期  3,851百万円

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  
   平成24年４月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 
   平成25年３月期の年間配当金は実質増配の１株あたり６円となる予定です。 

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 ― 500.00 500.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

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、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) 1,918 5.5 140 △14.1 140 △14.6 70 △6.7 4.87
通期 4,199 9.5 447 1.8 448 1.8 223 △5.9 15.53



(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） 

（注）当社は、平成24年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 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主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。 

※  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   ：  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） 25年3月期1Q 15,481,400 株 24年3月期 15,481,400 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,121,200 株 24年3月期 1,121,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,360,200 株 24年3月期1Q 14,360,200 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、内需関連業界の一部には復調の兆しが見られるものの、長引

く欧州債務危機に伴う世界的な景気低迷や円高の影響から脱することができない状況にありました。 

  また、新興国経済の成長ペースも鈍化し始めており、世界的な景気減速の流れの中、経営環境は引き続き厳しい

ものとなりました。 

  このような経済状況のもと、当社グループは主要事業の会員数の増加に努めるとともに、サービス内容の拡充と

業務の効率化に取り組んでまいりました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高９億31百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益73百万円

（同8.0％減）、経常利益74百万円（同6.2％減）、四半期純利益20百万円（同40.9％減）となりました。 

  

  セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① アウトソーシング事業 

  生命保険営業職員を中心とする個人事業主に対する記帳代行に関しましては、前期から引き続き会員数の増加に

注力してまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）の記帳代行会員数は37,418

名（前期末比650名増）となりました。 

  この結果、アウトソーシング事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は４億８百万円（前年同期比

1.4％減）、営業利益は１億44百万円（同25.2％減）となりました。 

②エフアンドエムクラブ事業 

  中堅中小企業の総務経理部門に対する各種情報提供サービスを核とするエフアンドエムクラブ事業は、総務業務

関連の情報提供サービス、経営・財務面での情報提供サービスの販路拡大とサービス拡充に努めました。財務関連

情報提供サービスは、会員企業の財務諸表からキャッシュ・フロー診断を行い、資金戦略を支援する『財務サポー

トサービス』、格付診断書を作成し、診断結果をベースに改善すべき点を洗い出し、将来の財務体質の強化、銀行

からの格付を改善することを目指す『格付診断サービス』、短期の経営計画立案を支援し、これをキャッシュ・フ

ローに置き換えて可視化する『CF決算予測』が、引き続き反響を得ております。また、人材育成における課題解消

のために、リーダーシップ、ビジネスマナー、ヒューマンスキルに加え、ファシリテーション、営業力など研修ラ

インナップの充実と提供体制の構築及び販路拡大のための活動を行いました。 

  その結果、当第１四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）のエフアンドエムクラブ会員数は3,793社（前期

末比57社増）となりました。 

  この結果、エフアンドエムクラブ事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は３億22百万円（前年同期比

11.3％増）、営業利益は90百万円（同234.7％増）となりました。 

③タックスハウス事業 

  ワンストップ・ファイナンシャルショップを目指す税理士・公認会計士のボランタリーチェーン「TaxHouse」の

本部を運営するタックスハウス事業は、加盟店が関与先企業に対して、資金繰りのコンサルティングや金融機関対

策など高付加価値サービスを提供するための継続的な研修の実施、ホームページの開設・運用に関するサービス提

供体制の整備を進めるなど、各店舗の収益力の向上に注力いたしました。 

  その結果、当第１四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）の「TaxHouse」加盟事務所数は413件（前期末よ

り増減なし）となり、ブランチを含めた加盟店舗数は443店舗（前期末比１店舗減）となりました。 

  生命保険営業職員に限らない一般の記帳代行会員に対する記帳代行事業については、引き続き会員数の増加に注

力いたしました。その結果、当第１四半期連結会計期間末（平成24年６月30日）の生命保険営業職員に限らない一

般の記帳代行会員数は2,353名（前期末比128名増）となりました。 

  また当第１四半期連結累計期間より、これまでその他事業としておりました、Webマーケティング事業をタック

スハウス事業で行うことといたしました。これにより前期より進めております、小規模事業者をターゲットとした

全国統一価格による均一の記帳代行サービスの『タックスハウス記帳代行サービス』の販路拡大に合わせて、ホー

ムページの販売が可能となります。さらに、全国の中小企業400万社のためのコミュニティポータルサイト『ビジ

プラ（Business Planet）』のターゲットと『タックスハウス記帳代行サービス』のターゲットには高い親和性が

あるため、事業規模拡大に向けた相乗効果が期待できます。 

  この結果、タックスハウス事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は１億15百万円（前年同期比2.5％

減）、営業利益は１百万円（同90.5％減）となりました。 

④不動産賃貸事業 

 不動産賃貸事業は大阪本社が所有するビルの賃貸収入で、安定した収益を計上しております。当期売上高は、15

百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益は６百万円（同6.6％減）となりました。 

⑤その他事業 

  その他事業は、連結子会社エフアンドエムネット株式会社のシステム開発事業、パソコン教室運営及びFC指導事
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業等になります。 

  パソコン教室から改変した資格学校アテナの運営においては、受講生同士のつながりを作ることを目的とした交

流の場を設けることで教室に対する受講生のロイヤリティを高める、継続率の向上に努めました。併せてiPad活用

講座のテストマーケティングを行うなど、利用者の幅に広がりを見せているスマートフォンやタブレット端末への

対応を進めました。 

  この結果、その他事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は69百万円（前年同期比12.8％減）、14百万

円の営業損失（前年同期は14百万円の営業損失）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１四半期連結会計期間末における流動資産は25億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１億59百万円

減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が54百万円増加した一方、現金及び預金が１億90百万円、繰延

税金資産が30百万円減少したことなどによるものです。 

 固定資産は22億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産

が５百万円、投資その他の資産が10百万円減少したことなどによるものです。 

 この結果、総資産は、48億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億78百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は５億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６百万円減

少いたしました。これは主に未払法人税等が72百万円、賞与引当金が57百万円減少したことなどによるものです。

 固定負債は４億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が

24百万円減少したことなどによるものです。 

 この結果、負債合計は、９億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億30百万円減少いたしました。 

（純資産）   

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は38億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円減少

いたしました。これは主に四半期純利益20百万円、配当金の支払71百万円などによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は79.1％（前連結会計年度末は77.3％）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、平成24年５月14日に「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想から変更ありません。 

 なお、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。 
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（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 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

  なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える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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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,439,638 2,248,830

受取手形及び売掛金 138,879 193,457

商品及び製品 12,479 12,283

仕掛品 1,140 5,941

原材料及び貯蔵品 3,171 3,299

繰延税金資産 68,432 37,497

その他 39,889 50,994

貸倒引当金 △21,339 △29,796

流動資産合計 2,682,292 2,522,507

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 923,704 917,709

工具、器具及び備品（純額） 82,997 83,293

土地 729,631 729,631

有形固定資産合計 1,736,332 1,730,634

無形固定資産   

のれん 12,676 12,446

その他 146,948 144,393

無形固定資産合計 159,625 156,839

投資その他の資産   

投資有価証券 15,990 16,900

繰延税金資産 28,277 25,706

滞留債権 149,362 143,726

差入保証金 176,950 172,886

保険積立金 153,804 155,831

その他 44,371 41,080

貸倒引当金 △164,833 △162,557

投資その他の資産合計 403,922 393,575

固定資産合計 2,299,880 2,281,049

資産合計 4,982,172 4,803,556
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,450 9,658

短期借入金 96,800 96,800

未払法人税等 95,181 22,350

賞与引当金 126,896 69,759

その他 324,082 350,755

流動負債合計 655,411 549,323

固定負債   

長期借入金 405,200 381,000

負ののれん 2,724 2,679

その他 54,610 54,619

固定負債合計 462,534 438,298

負債合計 1,117,946 987,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 907,401 907,401

資本剰余金 2,085,810 2,085,810

利益剰余金 1,129,036 1,077,556

自己株式 △271,316 △271,316

株主資本合計 3,850,931 3,799,452

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 232 818

その他の包括利益累計額合計 232 818

新株予約権 3,303 3,276

少数株主持分 9,758 12,387

純資産合計 3,864,226 3,815,934

負債純資産合計 4,982,172 4,803,556

㈱エフアンドエム （4771） 平成25年３月期　第１四半期決算短信

6



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 917,204 931,164

売上原価 293,495 275,069

売上総利益 623,709 656,094

販売費及び一般管理費 544,295 583,058

営業利益 79,413 73,036

営業外収益   

受取利息 1,985 1,951

受取配当金 310 313

助成金収入 230 990

負ののれん償却額 45 45

業務受託料 321 323

保険事務手数料 138 112

その他 115 774

営業外収益合計 3,145 4,510

営業外費用   

支払利息 3,227 2,714

その他 0 387

営業外費用合計 3,228 3,101

経常利益 79,331 74,445

特別利益   

投資有価証券売却益 261 －

新株予約権戻入益 － 27

特別利益合計 261 27

特別損失   

固定資産除却損 0 3,637

たな卸資産評価損 － 198

特別損失合計 0 3,835

税金等調整前四半期純利益 79,592 70,637

法人税、住民税及び事業税 10,575 19,506

法人税等調整額 35,925 33,180

法人税等合計 46,500 52,687

少数株主損益調整前四半期純利益 33,091 17,950

少数株主損失（△） △1,285 △2,371

四半期純利益 34,377 20,321
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,091 17,950

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 585

その他の包括利益合計 △41 585

四半期包括利益 33,050 18,536

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,335 20,907

少数株主に係る四半期包括利益 △1,285 △2,371
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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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