
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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 ％

26年３月期第１四半期 349 △12.3 2 △98.0 2 △97.7 0 △99.9
25年３月期第１四半期 398 － 112 － 113 － 71 －

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

26年３月期第１四半期 0.02 0.02
25年３月期第１四半期 25.92 －

（注）当社は、平成25年１月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行なっております。１株当たり
四半期純利益は当該分割調整後の数値を記載しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 1,666 1,471 88.3
25年３月期 1,771 1,463 82.6

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 1,471 百万円 25年３月期 1,463百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

26年３月期 －

26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 ：無

(注）当社は定款において第２四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では平成26年３月
期の第２四半期末日および期末日の配当予定額は未定であります。 

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 940 17.0 201 2.0 196 2.1 117 0.2 35.48
通期 2,100 29.9 510 26.2 510 29.0 306 22.9 92.31

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

会計方針の変更に関する注記

（３）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) 26年３月期１Ｑ 3,359,400株 25年３月期 3,315,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ －株 25年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 3,337,905株 25年３月期１Ｑ 2,775,000株

発行済株式数に関する注記

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が終了しております。

※ 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、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「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。



  

  

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

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………３ 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………３ 

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

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

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………５ 

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………５ 

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………６ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………７ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………７ 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………７ 

  

○添付資料の目次

トレンダーズ（株）（6069）　平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 1 －



当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、円安基調への転換及び株価の回復に伴い、景気は緩

やかに回復しつつあるものの、新興国経済の下振れが懸念され、依然として景気の先行きは予断を許さ

ない状況で推移いたしました。 

当社は「ソーシャルメディアマーケティングのオールラウンドカンパニー」を目指し、新サービスの

開発に注力するほか、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と提携し「Tプレゼント×Amaze」

サービスを開始いたしましたが、既存サービスの受注が伸び悩みました。また、人件費の増加により利

益率が低下いたしました。 

これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は349,119千円（前年同期比12.3％減）、営業利益は

2,218千円（前年同期比98.0％減）、経常利益は2,567千円（前年同期比97.7％減）、四半期純利益は63

千円（前年同期比99.9％減）となりました。 

  

各セグメントの業績については、次の通りであります。 

  

① ソーシャルメディアマーケティング事業 

当セグメントにおきましては、大手顧客企業の開拓が想定通りに進まず、大型案件の受注が減少

いたしました。インターネット広告においては顧客企業から費用対効果を強く求められるため、こ

れに対応できる新商品の開発に注力いたしました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は337,212千円（前年同期比14.0％減）、セグメン

ト利益（営業利益）は81,518千円（前年同期比56.4％減）となりました。 

  

② メディア事業 

当セグメントにおきましては、美容医療ポータルサイト「キレナビ」におけるドクターコスメ

（美容クリニックのオリジナル化粧品）の販売が堅調に推移いたしました。施術クーポンを販売す

る美容医療については、美容医療についての啓蒙活動、サイトの利便性向上及びプロモーションに

引き続き取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は11,907千円（前年同期比99.9％増）、セグメント

損失（営業損失）は5,972千円（前年同期は14,900千円のセグメント損失）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間末の総資産は1,666,850千円となり、前事業年度末に比べ104,463千円減少しま

した。主な要因としましては、法人税等、消費税の支払いによる現金及び預金の減少43,954千円、受取

手形及び売掛金の減少70,009千円であります。 

当第１四半期会計期間末の負債は195,849千円となり、前事業年度末に比べ111,783千円減少しまし

た。主な要因としましては、未払法人税等の減少89,282千円、買掛金の減少15,353千円及び未払消費税

等の減少12,635千円であります。 

当第１四半期会計期間末の純資産は1,471,000千円となり、前事業年度末に比べ7,319千円増加しまし

た。要因としましては、資本金の増加3,627千円、資本準備金の増加3,627千円であります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました内容から変更して

おりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）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。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

トレンダーズ（株）（6069）　平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 4 －



１【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,234,192 1,190,237

受取手形及び売掛金 379,723 309,714

仕掛品 6,853 12,479

貯蔵品 538 191

その他 21,196 18,407

貸倒引当金 △2,072 △1,541

流動資産合計 1,640,431 1,529,488

固定資産   

有形固定資産 25,277 24,558

無形固定資産 49,557 57,109

投資その他の資産 56,048 55,694

固定資産合計 130,882 137,361

資産合計 1,771,313 1,666,850

負債の部   

流動負債   

買掛金 80,390 65,037

未払金 18,579 24,275

未払費用 54,719 50,988

未払法人税等 90,819 1,537

未払消費税等 19,473 6,838

預り金 18,597 18,144

ポイント引当金 5,169 7,331

その他 4,174 5,914

流動負債合計 291,923 180,067

固定負債   

資産除去債務 15,708 15,782

固定負債合計 15,708 15,782

負債合計 307,632 195,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,710 516,337

資本剰余金 491,710 495,337

利益剰余金 459,261 459,325

株主資本合計 1,463,681 1,471,000

純資産合計 1,463,681 1,471,000

負債純資産合計 1,771,313 1,666,850
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 398,123 349,119

売上原価 166,090 196,633

売上総利益 232,033 152,486

販売費及び一般管理費 119,470 150,267

営業利益 112,563 2,218

営業外収益   

貸倒引当金戻入益 90 531

ポイント引当金戻入益 1,197 －

その他 87 47

営業外収益合計 1,375 578

営業外費用   

支払利息 418 230

営業外費用合計 418 230

経常利益 113,520 2,567

税引前四半期純利益 113,520 2,567

法人税、住民税及び事業税 35,590 572

法人税等調整額 5,992 1,930

法人税等合計 41,582 2,503

四半期純利益 71,938 63
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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．セグメント利益又は損失(△)の調整額△59,669千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

  

 Ⅱ 当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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．セグメント利益又は損失(△)の調整額△73,327千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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

  

  

（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
調整額
（注）１

合計
（注）２ソーシャルメデ

ィアマーケティ
ング事業

メディア事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 392,165 5,958 398,123 － 398,123

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 392,165 5,958 398,123 － 398,123

セグメント利益又は損失(△) 187,133 △14,900 172,232 △59,669 112,563

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

合計
（注）２ソーシャルメデ

ィアマーケティ
ング事業

メディア事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 337,212 11,907 349,119 － 349,119

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 337,212 11,907 349,119 － 349,119

セグメント利益又は損失(△) 81,518 △5,972 75,546 △73,327 2,218
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