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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） 

 

(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 695 159.5 34 ― 31 ― 27 ―
24年3月期第1四半期 267 △53.6 △125 ― △128 ― △131 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △2百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △252百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 1.24 ―
24年3月期第1四半期 △5.92 ―

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

25年3月期第1四半期 2,528 1,895 74.3 83.92
24年3月期 2,439 1,891 76.9 84.04
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,879百万円 24年3月期  1,875百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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） 
 当社の事業特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業績予想の算定が困難であることから、業績予想の開示は行わず、四半
期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な予想が可能となりました段階で速やかに開示を行う予定であります。 



(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に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 四半期決算補足説明資料は平成24年８月３日に当社ホームページに掲載予定であります。 

※  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
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 22,406,751 株 24年3月期 22,342,247 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 21,249 株 24年3月期 21,179 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 22,363,051 株 24年3月期1Q 22,146,122 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の経済環境は、復興需要等を背景に緩やかに持ち直しているものの、欧

州の財政危機の再燃や長期化する円高の影響から、景気の先行きは、依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況のなかで、当社は、平成23年度からインベストメントバンキング事業に新たな投資手法として「事

業プロジェクト投資」（注）を開始いたしました。 

 当第１四半期では、インベストメントバンキング事業において投資及び投資回収を推し進めてまいりました。その

中で事業プロジェクト投資ではスマートフォンから郵便手紙が出せる「次世代デジタル郵便事業プロジェクト」を推

進し、その関連する企業を対象に投資を実施いたしました。 

 アドバイザリー事業につきましては、クライアント企業に対し、成長戦略の提案等を行ってまいりました。また、

産業資材事業につきましては、マーケット分析による既存顧客への販売強化や新製品の取扱いの拡充に努めてまいり

ました。リスクマネジメント事業につきましては、新規顧客の契約獲得に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高６億95百万円（前年同期比159.5％増）、営業利益

34百万円（前年同期は営業損失１億25百万円）、経常利益31百万円（前年同期は経常損失１億28百万円）、四半期純

利益27百万円（前年同期は四半期純損失１億31百万円）となりました。 

 今後、「次世代デジタル郵便事業プロジェクト」を成長軌道に乗せるとともに、日々進化するＩＴ技術を生かした

事業モデルの構築に取り組んでまいります。なお、デジタル郵便事業に続く事業プロジェクト投資の第２弾として、

「電子レター事業プロジェクト」を計画しております。  

  

（注）「事業プロジェクト投資」とは、投資先企業の優位性を生かした事業の創出と投資を組み合わせた投資手法で

あります。また、このプロジェクトが投資先企業の新たな事業の柱として育つものと考えております。  

   

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べ、88百万円増加し25億28百万円となりまし

た。負債は、前期末に比べ、85百万円増加し６億33百万円となりました。純資産は、前期末に比べ、３百万円増加

し18億95百万円となりました。 

     

(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、当社の事業の特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業

績予想の算定が困難であることから、業績予想の開示は行わず、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的

な予想が可能となりました段階で速やかに開示を行う予定であります。   

   

(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。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 176,731 366,122

受取手形及び売掛金 134,935 126,152

有価証券 1,887 6,415

営業投資有価証券 1,017,371 857,016

商品及び製品 160,915 156,832

1年内処分予定の不動産 313,545 313,545

その他 38,660 116,085

貸倒引当金 △3,013 △2,975

流動資産合計 1,841,034 1,939,194

固定資産   

有形固定資産 58,299 56,513

無形固定資産   

のれん 317 79

その他 5,198 6,006

無形固定資産合計 5,516 6,086

投資その他の資産   

投資有価証券 447,785 443,865

その他 57,522 57,200

貸倒引当金 △1,430 △1,113

投資その他の資産合計 503,877 499,952

固定資産合計 567,693 562,551

繰延資産 30,941 26,827

資産合計 2,439,669 2,528,573



（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 33,844 54,415

短期借入金 289,000 286,000

1年内返済予定の長期借入金 7,104 7,104

引当金 － 300

その他 136,630 204,447

流動負債合計 466,578 552,267

固定負債   

長期借入金 10,096 8,320

退職給付引当金 52,968 54,768

引当金 3,245 3,245

その他 15,179 14,908

固定負債合計 81,489 81,242

負債合計 548,068 633,509

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,145,193 3,148,225

資本剰余金 1,644,256 1,647,288

利益剰余金 △2,639,588 △2,611,952

自己株式 △9,907 △9,914

株主資本合計 2,139,953 2,173,646

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △264,179 △295,009

その他の包括利益累計額合計 △264,179 △295,009

新株予約権 5,215 5,215

少数株主持分 10,611 11,211

純資産合計 1,891,600 1,895,063

負債純資産合計 2,439,669 2,528,573



(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 267,983 695,532

売上原価 147,657 420,018

売上総利益 120,325 275,514

販売費及び一般管理費 245,584 241,065

営業利益又は営業損失（△） △125,258 34,448

営業外収益   

受取利息 1,119 1,076

受取配当金 692 692

業務受託手数料 150 1,950

その他 516 610

営業外収益合計 2,478 4,329

営業外費用   

支払利息 2,480 2,383

社債発行費等償却 2,496 4,092

為替差損 59 103

その他 357 353

営業外費用合計 5,393 6,932

経常利益又は経常損失（△） △128,174 31,845

特別損失   

固定資産除却損 － 2

投資有価証券売却損 790 －

特別損失合計 790 2

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（△）

△128,964 31,843

法人税、住民税及び事業税 1,639 3,755

法人税等調整額 △315 △148

法人税等合計 1,323 3,607

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（△）

△130,288 28,235

少数株主利益 876 599

四半期純利益又は四半期純損失（△） △131,164 27,636



(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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△130,288 28,235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △122,195 △30,829

その他の包括利益合計 △122,195 △30,829

四半期包括利益 △252,483 △2,593

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △253,359 △3,193

少数株主に係る四半期包括利益 876 599



 該当事項はありません。   

   

 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23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

  

Ⅱ 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） 

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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失（△）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。  

     

  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

(5) セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

アドバイザ

リー事業 
産業資材

事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  65,336  30,300  144,904  27,441  267,983  －  267,983  －  267,983

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －  －  －

計  65,336  30,300  144,904  27,441  267,983  －  267,983  －  267,983

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △122,909  △3,826  △1,962  3,610  △125,087  △339  △125,427  168  △125,258

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

インベスト

メントバン

キング事業

アドバイザ

リー事業 
産業資材

事業 

リスクマネ

ジメント 
事業  

計

売上高                 

外部顧客への売上高  504,310  5,826  156,065  29,328  695,532  －  695,532  －  695,532

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －  －  －

計  504,310  5,826  156,065  29,328  695,532  －  695,532  －  695,532

セグメント利益又は 

損失（△） 
 46,751  △11,234  △3,307  2,396  34,604  △168  34,435  12  34,448

(6) 重要な後発事象
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