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1.  平成26年7月期第1四半期の連結業績（平成25年8月1日～平成25年10月31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7月期第1四半期 349 6.6 △21 ― △20 ― △33 ―
25年7月期第1四半期 328 △2.3 △51 ― △45 ― △54 ―

（注）包括利益 26年7月期第1四半期 △3百万円 （―％） 25年7月期第1四半期 △39百万円 （―％）

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

26年7月期第1四半期 △342.44 ―
25年7月期第1四半期 △559.49 ―

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

26年7月期第1四半期 2,030 1,621 77.1 16,077.81
25年7月期 1,976 1,608 78.9 16,071.86
（参考） 自己資本   26年7月期第1四半期  1,566百万円 25年7月期  1,558百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年7月期 ―
26年7月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 7月期の連結業績予想（平成25年 8月 1日～平成26年 7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   

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) 696 8.2 △48 ― △43 ― △48 ― △494.94
通期 1,553 12.8 1 ― 21 △21.8 5 87.7 51.56



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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の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ます。
実際の業績等は、様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、【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)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」を
ご覧ください。 

※  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7月期1Q 97,668 株 25年7月期 97,215 株
② 期末自己株式数 26年7月期1Q 233 株 25年7月期 233 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年7月期1Q 97,066 株 25年7月期1Q 96,982 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(１)経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復に向けた変化の兆しは見られ

るものの、実体経済への中長期的影響については先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループは、法人事業において、主に既存クライアントに対しシステムコンサルティング業

務による売上を計上しました。コンシューマー事業においては、「贅沢なオルゴール」、「スーパ

ーボディ」等、既存のコンテンツ配信サービスによる売上を計上したほか、各種モバイル機器向け

にバーコードリーダーのライセンス販売を行いました。また、スマートフォン向け無料提供アプリ

「バーコードリーダー/アイコニット」は、平成25年10月に累計700万を超えるダウンロードを達成

し、急速にユーザーを拡大しております。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、

349,817千円(前年同期比6.6％増)、営業損失は、21,652千円(前年同期は、51,787千円の営業損失)、

経常損失は、20,409千円(前年同期は、45,283千円の経常損失)、四半期純損失は、33,239千円(前年

同期は、54,260千円の四半期純損失)となりました。 

 

セグメント別の概況は以下の通りです。 

 

(法人事業) 

法人事業においては、主に既存クライアントに対するシステムコンサルティングサービスを実

施しました。その結果、同事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は、260,832千円(前年同期

比33.2％増)、セグメント利益は、52,840千円(前年同期比47.5％増)となりました。 

 

 (コンシューマー事業) 

コンシューマー事業においては、スマートフォン販売が急拡大し、従来型の携帯電話からスマ

ートフォンへの移行が急速に進みつつあります。当社グループにおいては、既存コンテンツ配信

サービスによる売上を計上したほか、各種モバイル機器向けにバーコードリーダーのライセンス

販売を行いました。また、スマートフォン向け無料提供アプリ「バーコードリーダー/アイコニッ

ト」は、平成25年10月に累計700万を超えるダウンロードを達成しました。その結果、同事業の当

第１四半期連結累計期間の売上高は、88,984千円(前年同期比32.7％減)、セグメント利益は、

1,856千円(前年同期は、12,947千円のセグメント損失)となりました。 
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(２)財政状態に関する説明 

(資産、負債及び純資産の状況) 

①資産の部 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、2,030,721千円(前連結会計年度末から

54,222千円の増加)となりました。 

このうち、流動資産は、1,175,938千円(前連結会計年度末から31,602千円の増加)となりまし

た。これは、主として売掛金が61,778千円増加した一方で、現金及び預金が35,575千円減少し

たことによるものです。 

固定資産は、854,783千円(前連結会計年度末から22,620千円の増加)となりました。これは、

主として投資有価証券が25,757千円増加した一方で、有形固定資産が合計2,759千円減少したこ

とによるものです。 

 

②負債の部 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、408,823千円(前連結会計年度末から41,135千

円の増加)となりました。 

このうち、流動負債は、214,384千円(前連結会計年度末から1,574千円の増加)となりました。

これは、主として1年内返済予定の長期借入金が20,885千円増加した一方で、買掛金が5,361千

円減少したこと及び短期借入金が10,000千円減少したことによるものです。 

固定負債は、194,438千円(前連結会計年度末から39,560千円の増加)となりました。これは、

主として長期借入金が39,841千円増加したことによるものです。 

 

③純資産の部 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、1,621,897千円(前連結会計年度末から

13,087千円の増加)となりました。これは、主としてストック・オプションの行使により資本金

が8,305千円及び資本剰余金が8,304千円増加したこと並びにその他有価証券評価差額金が

24,621千円増加した一方で、第１四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が33,239千円

減少したことによるものです。 

 

 (３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年７月期の連結業績予想については、概ね当初の業績予想通りに推移しているため、平成

25年９月６日に公表しました業績予想の数値に、変更はありません。 

なお、当該予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。実際の

業績は、様々な要因によって、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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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 

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。 
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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７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 752,808 717,232

売掛金 362,548 424,326

商品 151 151

仕掛品 2,028 13,880

その他のたな卸資産 4,218 2,938

その他 28,466 23,395

貸倒引当金 △5,885 △5,987

流動資産合計 1,144,335 1,175,938

固定資産   

有形固定資産 39,167 36,408

無形固定資産   

のれん 1,949 1,462

その他 6,227 5,724

無形固定資産合計 8,176 7,186

投資その他の資産   

投資有価証券 646,304 672,062

その他 165,164 165,776

貸倒引当金 △26,650 △26,650

投資その他の資産合計 784,818 811,188

固定資産合計 832,162 854,783

資産合計 1,976,498 2,030,721

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,865 20,504

短期借入金 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 74,208 95,093

未払法人税等 10,818 5,940

賞与引当金 4,504 －

その他 87,413 92,846

流動負債合計 212,810 214,384

固定負債   

長期借入金 133,204 173,045

資産除去債務 19,414 19,482

その他 2,259 1,911

固定負債合計 154,878 194,438

負債合計 367,688 408,823
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,962 823,267

資本剰余金 948,203 956,507

利益剰余金 △75,208 △108,447

自己株式 △39,678 △39,678

株主資本合計 1,648,278 1,631,649

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △85,405 △60,783

為替換算調整勘定 △4,192 △4,325

その他の包括利益累計額合計 △89,597 △65,108

少数株主持分 50,128 55,355

純資産合計 1,608,809 1,621,897

負債純資産合計 1,976,498 2,030,721
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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24年８月１日  
 至 平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年８月１日  
 至 平成25年10月31日) 

売上高 328,102 349,817

売上原価 212,236 238,477

売上総利益 115,865 111,340

販売費及び一般管理費 167,652 132,992

営業損失（△） △51,787 △21,652

営業外収益   

受取利息 792 14

受取配当金 1,721 1,456

複合金融商品評価益 1,450 1,136

その他 3,286 456

営業外収益合計 7,250 3,064

営業外費用   

支払利息 567 943

為替差損 － 642

その他 179 234

営業外費用合計 746 1,821

経常損失（△） △45,283 △20,409

税金等調整前四半期純損失（△） △45,283 △20,409

法人税、住民税及び事業税 2,589 4,902

法人税等調整額 2,897 2,714

過年度法人税等 142 －

法人税等合計 5,630 7,616

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △50,913 △28,026

少数株主利益 3,346 5,213

四半期純損失（△） △54,260 △33,239
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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24年８月１日  
 至 平成24年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年８月１日  
 至 平成25年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △50,913 △28,026

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,127 24,621

為替換算調整勘定 △264 △118

その他の包括利益合計 11,863 24,503

四半期包括利益 △39,050 △3,522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △42,295 △8,749

少数株主に係る四半期包括利益 3,245 5,227
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(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) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31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 

(単位:千円)
報告セグメント 

 
法人事業 

コンシューマ
ー事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

売上高 

(1)外部顧客への売上高 195,826 132,275 328,102 ― 328,102

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

13,689 ― 13,689 △13,689 ―

計 209,515 132,275 341,791 △13,689 328,102

セグメント利益又は損失(△) 35,814 △12,947 22,866 △74,653 △51,787

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、全社管理部門の費用です。 

２ 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。 

 

２．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１四半期連結累計期間(自 平成25年８月１日 至 平成25年10月31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 

(単位:千円)
報告セグメント 

 
法人事業 

コンシューマ
ー事業 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

売上高 

(1)外部顧客への売上高 260,832 88,984 349,817 ― 349,817

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

10,650 ― 10,650 △10,650 ―

計 271,483 88,984 360,467 △10,650 349,817

セグメント利益又は損失(△) 52,840 1,856 54,697 △76,349 △21,652

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、全社管理部門の費用です。 

２ 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。 

 

２．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。 
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