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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 59 164.8 △20 - △16 - △16 -

24年３月期第２四半期 22 △71.7 △88 - △85 - △86 -

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △16百万円( - ％) 24年３月期第２四半期 △86百万円( - ％)

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２四半期 △770 56 - -

24年３月期第２四半期 △4,087 32 - -

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 59 △58 △98.6

24年３月期 47 △42 △88.5

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 △58百万円 24年３月期 △42百万円

２．配当の状況

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 - - 0 00

 25年３月期(予想) - - 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、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 275 611.8 △68 - △67 - △68 - △3,207 46



  

 

 

 
  

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は終了しております。 

  

  

  

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趣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３ページ「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 21,291株 24年３月期 21,291株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 130株 24年３月期 130株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 21,161株 24年３月期２Ｑ 21,161株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………3 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………4 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………4 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………4 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………4 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………5 

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………6 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………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 …………………………8 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………10 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………11 

（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………………12 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………12 

  

○添付資料の目次

㈱NowLoading(2447)平成25年３月期第２四半期決算短信

－1－



当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、円高の長期化及び欧州債務危機による金融市場の

不安定さ、さらには日中関係の悪化による経済変調などにより景気は後退局面に入っており、依然とし

て先行きは不透明な状況となっております。 

このような経済環境の中、当社グループは顧客企業の事業収益を支援するセールスプロデュース事業

を積極的に推進してまいりました。セールスプロデュース事業では、第１四半期から引き続き、中国に

おける時計及びブランド品等の物販プロデュース事業による売上増加を目指しておりましたが、日中関

係の悪化による影響で当第２四半期における売上が低迷いたしました。また、モバイルコンテンツのプ

ロデュース事業については、売上は横ばいであるものの、原価等の削減により既存サイトにおける収益

率の向上を図っております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高59,033千円（対前年同四半期比164.8％増）、営

業損失20,216千円（前年同四半期88,028千円）、経常損失16,793千円（前年同四半期85,322千円）、四

半期純損失16,305千円（前年同四半期86,491千円）となりました。 

  

① 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比較して11,588千円増加し、59,428千円

（対前連結会計年度比24.2％増）となりました。 

流動資産に関しましては、前連結会計年度と比較して、現金及び預金、未収還付法人税等が減少した

ものの、商品、前払費用が増加したことにより53,562千円（対前連結会計年度比25.1％増）となりまし

た。 

固定資産に関しましては、前連結会計年度と比較して、建物、長期貸付金が減少したものの、ソフト

ウエアが増加したことにより5,866千円（対前連結会計年度比17.0％増）となりました。 

負債に関しましては、未払法人税等、未払消費税等が減少したものの、支払手形及び買掛金、短期借

入金、未払金、未払費用が増加したため118,049千円（対前連結会計年度比30.9％増）となりました。 

また純資産に関しましては、四半期純損失16,305千円を計上した結果、58,621千円（前連結会計年度

42,315千円）の債務超過となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

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、期首に比べて

9,392千円減少し、1,377千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は11,810千円（前年同四半期は2,823千円の使用）となりました。 

これは主として、その他の流動負債の増加26,116千円、法人税等の還付額19,469千円等の資金増加が

あったものの、税金等調整前四半期純損失の計上16,793千円、たな卸資産の増加28,270千円、その他の

流動資産の増加12,931千円等の資金減少があったことの結果によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は2,088千円（前年同四半期は700千円の使用）となりました。 

これは主として無形固定資産の取得による支出2,000千円、短期貸付けによる支出500千円があったこ

と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) 

財務活動の結果獲得した資金は4,505千円（前年同四半期は2,500千円の獲得）となりました。 

これは短期借入金の増加によるものであります。 

  

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案して、通期業績予想の見直しを行った結果、平成

24年５月15日付「平成24年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」おいて公表した平成25年３月期の連

結業績予想を修正いたしました。なお、当該業績予想に関する詳細は、本日公表いたしました「平成25

年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。  

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象が存在しております。  

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、16,305千円の四半期純損失を計上した結果、

58,621千円の債務超過になっております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の対応策を実施してまいります。  

① 継続的な売上確保及び利益率の向上 

当社グループのセールスプロデュース事業については、中国における時計及びブランド品等の物販プ

ロデュース事業を確立させ、継続的な売上確保及び利益率の向上を図ってまいります。また、モバイル

コンテンツのプロデュース事業に関しては、既存モバイルサイトの外注コストを削減し、広告戦略等集

客増加のための施策を実施することにより、事業収益の増加を目指します。 

② 資金調達の実施及び財務基盤の安定 

当社グループは、第三者割当増資による資金調達を検討しており、できる限り早期に債務超過の解消

と財務基盤の安定を目指します。具体的な内容に関しては、資金調達先との関連性を考慮したうえで決

定する予定であります。 

  

  

  

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,769 1,377

受取手形及び売掛金 4,306 4,406

商品 0 28,288

貯蔵品 449 431

前払費用 1,282 10,457

短期貸付金 829 1,342

未収還付法人税等 19,469 －

未収入金 4,038 2,453

その他 1,905 7,246

貸倒引当金 △223 △2,441

流動資産合計 42,828 53,562

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,935 1,935

減価償却累計額 △564 △1,048

建物（純額） 1,370 887

工具、器具及び備品 6,666 6,666

減価償却累計額 △6,167 △6,167

減損損失累計額 △499 △499

工具、器具及び備品（純額） － －

有形固定資産合計 1,370 887

無形固定資産   

ソフトウエア － 1,900

その他 114 114

無形固定資産合計 114 2,014

投資その他の資産   

投資有価証券 1,738 1,738

長期貸付金 10,132 9,708

敷金 732 732

破産更生債権等 197,685 198,817

その他 417 279

貸倒引当金 △207,179 △208,311

投資その他の資産合計 3,526 2,964

固定資産合計 5,011 5,866

資産合計 47,840 59,428
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,143 9,788

短期借入金 2,300 6,805

未払金 33,506 35,626

未払費用 20,451 29,636

未払法人税等 3,164 1,919

未払消費税等 4,511 3,317

預り金 7,313 22,139

流動負債合計 78,391 109,233

固定負債   

資産除去債務 1,935 1,935

負ののれん 9,828 6,880

固定負債合計 11,764 8,815

負債合計 90,155 118,049

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,000 40,000

利益剰余金 △55,025 △71,331

自己株式 △27,290 △27,290

株主資本合計 △42,315 △58,621

純資産合計 △42,315 △58,621

負債純資産合計 47,840 59,428
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 22,293 59,033

売上原価 23,556 24,938

売上総利益又は売上総損失（△） △1,263 34,095

販売費及び一般管理費 86,765 54,312

営業損失（△） △88,028 △20,216

営業外収益   

受取利息 39 21

負ののれん償却額 2,948 2,948

その他 8 969

営業外収益合計 2,996 3,939

営業外費用   

支払利息 2 49

貸倒引当金繰入額 － 301

その他 287 165

営業外費用合計 290 516

経常損失（△） △85,322 △16,793

特別利益   

資産除去債務戻入益 2,062 －

その他 376 －

特別利益合計 2,438 －

特別損失   

減損損失 2,898 －

特別損失合計 2,898 －

税金等調整前四半期純損失（△） △85,781 △16,793

法人税、住民税及び事業税 710 325

法人税等調整額 － △812

法人税等合計 710 △487

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △86,491 △16,305

四半期純損失（△） △86,491 △16,305
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △86,491 △16,305

四半期包括利益 △86,491 △16,305

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △86,491 △16,305

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24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損失（△） △85,781 △16,793

減価償却費 469 721

減損損失 2,898 －

負ののれん償却額 △2,948 △2,948

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,402 3,349

受取利息及び受取配当金 △39 △21

支払利息 2 49

資産除去債務戻入益 △2,062 －

売上債権の増減額（△は増加） 99,687 △99

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,612 △28,270

仮払金の増減額（△は増加） 2,522 1

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,404 △12,931

仕入債務の増減額（△は減少） △15,202 2,644

未払消費税等の増減額（△は減少） 96 △1,193

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,561 26,116

破産更生債権等の増減額（△は増加） △577 △1,131

その他 2,230 487

小計 △2,876 △30,020

利息及び配当金の受取額 52 21

利息の支払額 － △35

法人税等の支払額 － △1,245

法人税等の還付額 － 19,469

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,823 △11,810

投資活動によるキャッシュ・フロー   

無形固定資産の取得による支出 － △2,000

短期貸付けによる支出 － △500

短期貸付金の回収による収入 399 411

敷金及び保証金の差入による支出 △1,100 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △700 △2,088

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） 2,500 4,505

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,500 4,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,024 △9,392

現金及び現金同等物の期首残高 2,286 10,769

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,262 1,377
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当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において16,305千円の四半期純損失を計上した結果、前連

結会計年度に引き続き△58,621千円の債務超過になっております。 

 これにより、前連結会計年度に引き続き、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策を実施してまいりま

す。  

① 継続的な売上確保及び利益率の向上 

当社グループのセールスプロデュース事業については、中国における時計及びブランド品等の物販プ

ロデュース事業を確立させ、継続的な売上確保及び利益率の向上を図ってまいります。また、モバイル

コンテンツのプロデュース事業に関しては、既存モバイルサイトの外注コストを削減し、広告戦略等集

客増加のための施策を実施することにより、事業収益の増加を目指します。 

② 資金調達の実施及び財務基盤の安定 

当社グループは、第三者割当増資による資金調達を検討しており、できる限り早期に債務超過の解消

と財務基盤の安定を目指します。具体的な内容に関しては、資金調達先との関連性を考慮したうえで決

定する予定であります。 

しかしながら、上記の対応策は実施途上にあるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第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) 

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 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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) 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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) 

当社及び連結子会社の事業は、セールスプロデュース業の単一セグメントであります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

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。 

  

  

  

  

  

（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
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