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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第1四半期 3,989 6.1 △219 ― △205 ― △154 ―
26年3月期第1四半期 3,758 11.1 △246 ― △236 ― △179 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 △150百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △157百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 △32.40 ―
26年3月期第1四半期 △37.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 10,345 8,008 77.1
26年3月期 11,614 8,371 71.8
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 7,972百万円 26年3月期 8,340百万円

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

26年3月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 45.00 45.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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  

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) 10,256 4.5 555 2.0 561 0.7 326 10.0 68.18
通期 21,750 6.0 1,460 18.5 1,472 18.1 900 51.9 188.22



(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 ： 有 
 （注）詳細は、添付資料Ｐ.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 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Ｐ.３「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） 27年3月期1Q 5,385,600 株 26年3月期 5,385,600 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 604,010 株 26年3月期 604,010 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 4,781,590 株 26年3月期1Q 4,841,608 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、政府の経済政策による円安・株高が進行し、景気は引き

続き緩やかな回復基調で推移しております。

当社グループの主要顧客であります流通小売業界においても、平成26年４月より導入された消費税率引上げ

による景気の減速も懸念されましたが、想定以上の大きな落ち込みはなく一部の企業業績に改善が見られまし

た。一方で、流通小売業界を取り巻く環境は、消費者の買い控え、低価格志向の継続や先行き不安、流通小売

業界全体での業態・業種を超える競争により、依然として厳しい状況が続いております。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①国内棚卸サービス

　国内棚卸サービスにおいては、「収益力強化」を中期的な経営課題として位置づけ、今期より取り組んでお

り、重点施策である棚卸閑散期の業容拡大および生産性の改善については、いずれも着実に成果が表れました。

その結果、売上高は3,074百万円（前年同四半期比3.3％増）、セグメント損失は175百万円（前年同四半期比24

百万円の損失減少）となりました。

②海外棚卸サービス

　海外棚卸サービスにおいては、売上増加基調で推移しております。利益面では、売上増加に伴い経費が増加

いたしました。その結果、売上高は325百万円（前年同四半期比37.0%増）、セグメント損失は77百万円（前年同

四半期比4百万円の損失増加）となりました。

③リテイルサポートサービス

　リテイルサポートサービスにおいては、増収傾向が続いております。売上高は589百万円（前年同四半期比

8.3%増）、セグメント利益は29百万円（前年同四半期比19.0%増）となりました。

　これらの結果から、当第１四半期連結累計期間における売上高は3,989百万円（前年同四半期比6.1％増）、営

業損失は219百万円（前年同四半期比27百万円の損失減少）、経常損失は205百万円（前年同四半期比30百万円の

損失減少）、四半期純損失は154百万円（前年同四半期比24百万円の損失減少）となりました。

　当社グループの売上高の特徴として、国内棚卸サービスの閑散期である第１四半期連結会計期間および第３

四半期連結会計期間の売上高は少なく、国内の主要な顧客であります流通小売業界の決算が集中する第２四半

期連結会計期間および第４四半期連結会計期間は繁忙期となり売上高が多くなる傾向があります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は10,345百万円（前連結会計年度比10.9％減）となりました。

これは主として上述いたしました繁忙期と閑散期の売上格差に対応し売掛金が減少したことによるものです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は2,337百万円（前連結会計年度比27.9％減）となりました。

これは、主として閑散期による給与の未払金の減少および未払法人税等を納付したことによる減少です。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は8,008百万円（前連結会計年度比4.3％減）となりました。

これは、主として配当金の支払により、利益剰余金が減少したことによるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間の業績経過は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での通期の業績

予想につきましては、平成26年５月８日に発表いたしました「平成26年３月期決算短信」に記載の業績予想と

変更はございません。

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

　 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

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,245,910 4,573,117

受取手形及び売掛金 2,666,564 1,633,245

有価証券 － 100,000

商品 16,997 48,146

貯蔵品 69,069 54,689

その他 330,950 434,691

流動資産合計 8,329,491 6,843,890

固定資産

有形固定資産

土地 1,234,540 1,234,540

その他（純額） 645,635 650,366

有形固定資産合計 1,880,176 1,884,906

無形固定資産 391,188 395,366

投資その他の資産

その他 1,014,070 1,222,258

貸倒引当金 △518 △518

投資その他の資産合計 1,013,552 1,221,739

固定資産合計 3,284,917 3,502,012

資産合計 11,614,408 10,345,903

負債の部

流動負債

短期借入金 62,421 39,790

1年内返済予定の長期借入金 45,000 30,000

未払金 1,807,823 1,369,199

未払法人税等 395,760 17,800

賞与引当金 328,337 182,975

役員賞与引当金 16,359 2,757

その他 501,222 629,340

流動負債合計 3,156,924 2,271,863

固定負債

退職給付に係る負債 2,635 3,050

その他 83,299 62,735

固定負債合計 85,935 65,785

負債合計 3,242,859 2,337,648
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 475,000 475,000

資本剰余金 489,665 489,665

利益剰余金 8,764,381 8,394,304

自己株式 △1,408,326 △1,408,326

株主資本合計 8,320,720 7,950,643

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14,933 16,141

為替換算調整勘定 5,281 5,728

その他の包括利益累計額合計 20,214 21,869

少数株主持分 30,614 35,740

純資産合計 8,371,549 8,008,254

負債純資産合計 11,614,408 10,345,903
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,758,515 3,989,431

売上原価 3,127,674 3,288,021

売上総利益 630,841 701,410

販売費及び一般管理費 877,739 920,431

営業損失（△） △246,898 △219,021

営業外収益

受取利息 598 788

受取配当金 5,606 5,473

受取賃貸料 5,019 5,836

その他 4,994 5,397

営業外収益合計 16,218 17,496

営業外費用

支払利息 1,526 502

為替差損 1,216 －

賃貸費用 2,542 2,960

その他 233 434

営業外費用合計 5,520 3,897

経常損失（△） △236,199 △205,422

特別損失

固定資産売却損 983 －

固定資産除却損 1,284 861

特別損失合計 2,268 861

税金等調整前四半期純損失（△） △238,468 △206,283

法人税等 △60,229 △53,357

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △178,238 △152,926

少数株主利益 1,634 1,978

四半期純損失（△） △179,873 △154,905
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △178,238 △152,926

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7,434 1,207

為替換算調整勘定 13,046 1,005

その他の包括利益合計 20,481 2,213

四半期包括利益 △157,757 △150,713

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △159,403 △153,250

少数株主に係る四半期包括利益 1,645 2,537
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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25年４月１日 至 平成25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

（単位：千円）

国内棚卸サービス 海外棚卸サービス
リテイルサポート

サービス
合計

売上高

外部顧客への売上高 2,976,956 237,213 544,345 3,758,515

セグメント間の内部売上高又は
振替高

8,757 － 3,899 12,657

計 2,985,714 237,213 548,244 3,771,172

セグメント利益又は損失（△） △200,653 △72,745 24,978 △248,419

　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）

（単位：千円）

損 失 金 額

報告セグメント計 △248,419

セグメント間取引消去 1,521

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △246,898

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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

（単位：千円）

国内棚卸サービス 海外棚卸サービス
リテイルサポート

サービス
合計

売上高

外部顧客への売上高 3,074,940 325,047 589,443 3,989,431

セグメント間の内部売上高又は
振替高

11,688 － 3,553 15,242

計 3,086,628 325,047 592,997 4,004,674

セグメント利益又は損失（△） △175,953 △77,014 29,731 △223,236
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　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）

（単位：千円）

損 失 金 額

報告セグメント計 △223,236

セグメント間取引消去 4,215

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △219,021

以上
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