
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年11月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 フュートレック 上場取引所 東 
コード番号 2468 URL http://www.fuetrek.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 藤木 英幸
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 嶋田 和子 TEL 06-4806-3112
四半期報告書提出予定日 平成25年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 767 △60.8 △146 ― △141 ― △72 ―
25年3月期第2四半期 1,956 57.4 779 209.2 782 210.3 403 230.3

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △85百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 480百万円 （397.0％）

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2四半期 △7.73 ―
25年3月期第2四半期 43.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 3,303 3,128 90.8
25年3月期 3,834 3,359 84.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,998百万円 25年3月期  3,222百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 10.50 10.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 2,570 △18.8 500 △44.2 510 △43.4 270 △45.0 28.99



(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） 

平成24年10月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いました。 

※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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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。 

※  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） 26年3月期2Q 9,459,200 株 25年3月期 9,459,200 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 146,400 株 25年3月期 146,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 9,312,800 株 25年3月期2Q 46,564 株



   

   

○添付資料の目次

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）連結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 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

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

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

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  7

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

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

-1-



（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や金融政策により円安・株高へ転じ、経済

政策への期待感から景気回復に向けた動きは見られました。期待感が高まる一方、欧州の財政問題、新興国の成長

鈍化等の影響もあり依然として先行きは不透明な状況にあります。 

当社グループの主な事業分野である携帯電話業界におきまして、携帯電話の国内出荷台数（４月～８月）はスマ

ートフォンを含め前年比で減少となりました。 

このような環境のなか、当社グループは音声認識事業を柱に事業部制の導入により、市場別の顧客ニーズを深掘

りしていく体制とし、主な事業分野である携帯電話業界から他の業界へ事業の拡大に取組みました。 

その結果、カーナビ業界、家電業界、教育現場での採用が決定し、保険販売業務における業務日報ソリューション

でも実績を得ることができました。しかしながら、音声認識関連技術を搭載した商品の拡がりは当社の想定よりも

遅く、厳しい環境にあります。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績としましては、売上高は 百万円（前年同四半期比

％減）、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期

は経常利益 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

セグメントごとの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、次のとおりであります。  

① ライセンス（音声認識・ＵＩソリューション事業分野、音源事業分野、ＣＲＭソリューション事業分野） 

売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

音声認識・ＵＩソリューション事業分野の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。前第２四半期連結

累計期間と比較し、売上に大きく寄与したカスタマイズ業務による収入の減少及びロイヤルティ収入が減少したこ

とによるものであります。 

音源事業分野の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。株式会社NTTドコモとの音源ＩＰライセンス契

約に基づくロイヤルティ収入は、フィーチャーフォンの減少により国内市場における音源搭載台数は減少傾向とな

っており、前第２四半期連結累計期間と比較し、減少となりました。 

ＣＲＭソリューション事業分野の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。前第２四半期連結累計期間

と比較し、受託開発の売上が減少したことによるものであります。 

② ライセンス以外（基盤事業分野、カード事業分野） 

売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

基盤事業分野の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。前第２四半期連結累計期間と比較し、カスタマ

イズ業務による収入が減少したことによるものであります。 

カード事業分野の売上高は 百万円（同 ％増）となりました。前第２四半期連結累計期間と比較し、英語リ

スニング模擬試験用メモリーカードの書込みによる収入が増加したこと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

767

60.8 146 779 141

782 72 403

セグメントの名称 
第13期

第２四半期連結累計期間 
（百万円） 

第14期
第２四半期連結累計期間 

（百万円） 

増減
（百万円） 

ライセンス  1,846  672  △1,174

音声認識・ＵＩソリューション  1,547  465  △1,081

音源  101  86  △14

ＣＲＭソリューション  197  119  △77

ライセンス以外  110  95  △15

基盤  48  30  △18

カード  62  64  2

売上高合計  1,956  767  △1,189

672 63.6

465 69.9

86 14.3

119 39.3

95 14.0

30 37.3

64 4.3
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（２）財政状態に関する説明 

当第２四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 百万円減少し 百万円となりま

した。 

総資産の内訳は、流動資産が 百万円（前連結会計年度末比 百万円減）、固定資産が 百万円（同 百

万円減）であります。 

流動資産の主な変動要因は、現金及び預金の増加 百万円、売掛金の減少 百万円、有価証券の減少 百

万円、仕掛品の増加 百万円、流動資産のその他の増加 百万円によるものであり、固定資産の主な変動要因は、

のれんの減少 百万円、無形固定資産のその他の減少 百万円、投資その他の資産の減少 百万円によるものであ

ります。 

負債の部では、流動負債が 百万円（前連結会計年度末比 百万円減）、固定負債が 百万円（同 百万円

減）であります。 

流動負債の主な変動要因は、買掛金の減少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、賞与引当金の増加 百万

円、流動負債のその他の減少 百万円によるものであり、固定負債の変動要因は、固定負債のその他の減少 百万

円によるものであります。 

純資産の部では、利益剰余金の減少 百万円等により 百万円（前連結会計年度末比 百万円減）となり

ました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期連結業績の予想につきましては、平成25年５月８日公表の数値から変更はございません。 

（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。 

531 3,303

2,519 416 784 115

899 295 1,100

39 39

13 28 65

143 295 31 4

49 171 31

106 4

216 3,128 231

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,023,232 1,922,235

売掛金 567,599 272,485

有価証券 1,300,000 200,000

仕掛品 4,378 43,941

その他 42,620 81,728

貸倒引当金 △2,247 △943

流動資産合計 2,935,582 2,519,447

固定資産   

有形固定資産 104,590 96,829

無形固定資産   

のれん 182,313 169,098

その他 205,469 177,223

無形固定資産合計 387,783 346,321

投資その他の資産 406,898 340,965

固定資産合計 899,272 784,116

資産合計 3,834,855 3,303,564

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,199 40,008

未払法人税等 172,218 1,186

賞与引当金 10,579 42,025

その他 167,417 60,645

流動負債合計 439,415 143,865

固定負債   

その他 35,828 31,695

固定負債合計 35,828 31,695

負債合計 475,244 175,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 716,570 716,570

資本剰余金 914,795 914,795

利益剰余金 1,586,289 1,369,941

自己株式 △69,963 △69,963

株主資本合計 3,147,690 2,931,342

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 74,834 66,986

その他の包括利益累計額合計 74,834 66,986

新株予約権 17,861 24,382

少数株主持分 119,224 105,292

純資産合計 3,359,611 3,128,003

負債純資産合計 3,834,855 3,303,564
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,956,583 767,143

売上原価 556,335 320,452

売上総利益 1,400,247 446,691

販売費及び一般管理費 621,032 593,642

営業利益又は営業損失（△） 779,215 △146,951

営業外収益   

受取利息 1,637 1,548

受取配当金 2,204 3,274

その他 364 686

営業外収益合計 4,206 5,509

営業外費用   

支払利息 1,293 21

営業外費用合計 1,293 21

経常利益又は経常損失（△） 782,128 △141,462

特別利益   

投資有価証券売却益 － 64,456

特別利益合計 － 64,456

特別損失   

投資有価証券評価損 58,907 －

特別損失合計 58,907 －

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（△）

723,220 △77,006

法人税、住民税及び事業税 289,088 2,444

法人税等調整額 △10,597 △1,779

法人税等合計 278,490 664

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（△）

444,730 △77,670

少数株主利益又は少数株主損失（△） 40,905 △5,670

四半期純利益又は四半期純損失（△） 403,824 △72,000
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

444,730 △77,670

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 35,685 △7,847

その他の包括利益合計 35,685 △7,847

四半期包括利益 480,415 △85,517

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 439,509 △79,847

少数株主に係る四半期包括利益 40,905 △5,670
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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