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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 420 △10.1 △112 ― △108 ― △99 ―
24年3月期第1四半期 467 △44.0 △41 ― △27 ― △33 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △110百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％）

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 △4.91 ―
24年3月期第1四半期 △1.65 ―

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 2,548 1,366 52.0 65.62
24年3月期 2,710 1,477 53.0 71.08
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,326百万円 24年3月期  1,436百万円

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）  
（％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  
当社は年次で業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載をしておりません。詳細は、添付資料P２「１．当四半期決算に関する
定性情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 2,955 66.3 37 ― ― ― ― ― ―



(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。 

※  注記事項

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 20,693,000 株 24年3月期 20,693,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 481,673 株 24年3月期 481,673 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 20,211,327 株 24年3月期1Q 20,211,427 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、東日本大震災からの復興需要などによる緩やかな景気の持ち

直しが見られたものの、電力供給問題や欧州圏の債務問題などの懸念も依然として不透明な状況となっており、引

き続き事業環境は厳しい状況となっております。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

ても、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、当社グループにおいては、多様化する顧客のニーズに対応するためのサービ

ス、企画及び開発等積極的な活動を行うことにより業容の拡大を目指してまいりました。 

 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ではデータセンターアウトソーシング事業を継

続する一方で、企業のITに対する積極的投資意欲が低迷するなか、セキュリティ、リスク管理など優先度の高い

ニーズを見極め、戦略的な展開を実施いたしました。また、モバイル事業を行う株式会社ソフィアモバイルで

は、平成24年２月から販売を開始しているIP電話通信アプリ「エスモビトーク」Android端末対応版に加え、

iPhone4及びiPhone4S対応版の販売も開始するなどサービス内容の拡充を図ってまいりました。 

 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420百万円（前年同四半期は467百

万円）となりました。損益面におきましては、営業損失112百万円（前年同四半期は営業損失41百万円）、経常

損失108百万円（前年同四半期は経常損失27百万円）、四半期純損失99百万円（前年同四半期は四半期純損失33

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365百万円（前年同四半期は422百万円）となりました。 

［モバイル事業］ 

 スマートフォン端末を使用するIP携帯電話サービス（エスモビ）の提供、デジタルサイネージ端末（nani

ポ！、nanicaシリーズ）の販売・レンタル及び動画配信管理システム等を行い、売上高は55百万円（前年同四半

期は40百万円）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0百万円（前年同四半期は3百万円）となりました。  

 [海外事業]   

 東アジア圏におけるＩＴ事業の情報収集等を行い、グループ各社に対して事業機会の情報提供、ビジネスの仲

介業務等を行い、売上高は0百万円となりました。  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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162百万円減少し2,548百万円となりまし

た。これは現金及び預金の減少額272百万円、投資その他の資産の増加額129百万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51百万円減少し1,181百万円となりました。これは支払手形及び

買掛金の減少11百万円、1年内償還予定の社債の減少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110百万円減少となり、自己資本比率は52.0％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24年６月22日付「業績予想に関するお知らせ」

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．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。   

   

 該当事項はありません。      

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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 1,365,989 1,093,809

受取手形及び売掛金 376,159 376,877

商品及び製品 60,663 56,521

原材料及び貯蔵品 298 －

その他 219,486 218,623

貸倒引当金 △6,385 △11,276

流動資産合計 2,016,211 1,734,556

固定資産   

有形固定資産 61,039 53,233

無形固定資産 26,747 24,926

投資その他の資産   

投資有価証券 363,920 480,637

敷金及び保証金 12,137 20,570

その他 245,457 249,513

貸倒引当金 △15,119 △15,119

投資その他の資産合計 606,395 735,602

固定資産合計 694,183 813,762

資産合計 2,710,394 2,548,318

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 96,804 85,475

短期借入金 650,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 69,039 67,226

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

未払法人税等 4,716 3,480

その他 280,398 277,034

流動負債合計 1,140,958 1,103,217

固定負債   

長期借入金 71,490 64,614

その他 20,884 13,823

固定負債合計 92,374 78,437

負債合計 1,233,333 1,181,655
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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) 

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 △849,653 △948,794

自己株式 △61,068 △61,068

株主資本合計 1,447,675 1,348,534

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △9,676 △21,746

為替換算調整勘定 △1,430 △617

その他の包括利益累計額合計 △11,106 △22,364

新株予約権 40,492 40,492

純資産合計 1,477,061 1,366,662

負債純資産合計 2,710,394 2,548,318
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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 467,376 420,392

売上原価 349,347 309,254

売上総利益 118,029 111,137

販売費及び一般管理費 159,740 223,976

営業損失（△） △41,711 △112,838

営業外収益   

受取利息 4,613 5,730

受取配当金 60 56

持分法による投資利益 12,276 －

匿名組合投資利益 － 5,670

その他 1,262 736

営業外収益合計 18,212 12,193

営業外費用   

支払利息 3,665 3,925

持分法による投資損失 － 2,512

その他 600 1,616

営業外費用合計 4,265 8,054

経常損失（△） △27,764 △108,699

特別利益   

固定資産売却益 － 1,219

債務取崩益 － 10,034

特別利益合計 － 11,253

税金等調整前四半期純損失（△） △27,764 △97,446

法人税、住民税及び事業税 432 1,952

法人税等調整額 5,081 △257

法人税等合計 5,513 1,694

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △33,278 △99,140

四半期純損失（△） △33,278 △99,140
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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損失（△） △33,278 △99,140

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,883 △12,069

為替換算調整勘定 40 812

その他の包括利益合計 1,923 △11,257

四半期包括利益 △31,354 △110,398

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △31,354 △110,398

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。   

   

 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） 

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）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）

  
インターネッ
ト関連事業 

モバイル 
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
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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） 

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  

（注）「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、通信販売事業であります。 

  

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。   

   

（単位：千円）

  

報告セグメント   
その他
（注）  

合計 インターネッ

ト関連事業 
モバイル
事業 

デジタルプロ

ダクツ事業 海外事業 計  

売上高             

外部顧客への売上高  363,129 54,735 239 －  418,104  2,751 420,855

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,410 622 － 671  3,704  － 3,704

計  365,539 55,357 239 671  421,808  2,751 424,559

セグメント損失(△)  △601 △60,396  △2,177  △3,751  △66,927  △2,984 △69,911

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △66,927

「その他」の区分の損失   △2,984

セグメント間取引消去  51

全社損益（注）  △41,124

その他の調整額  △1,853

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △112,838

（６）重要な後発事象
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