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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、全体としては緩やかな景気回復基調にあると考

えられるものの、経済全般に対する中長期的影響については引き続き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する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27年４月

に累計1,600万ダウンロードを達成しました。スマートフォン端末へのプリインストールも拡大して

おり、安定的にユーザーを拡大しております。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、

869,159千円(前年同期比23.2％減)、営業損失は、194,679千円(前年同期は、15,692千円の営業損失)、

経常損失は12,321千円(前年同期は、3,355千円の経常利益)、四半期純利益は、19,938千円(前年同期

は、51,814千円の四半期純損失)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３四半期連結累計期間の売上高は、611,653千円(前年同期比

28.5％減)、セグメント損失は、3,945千円(前年同期は、199,835千円のセグメント利益)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、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27年４月に累計1,600万ダウンロ

ードを達成し、広告収入も徐々に拡大しつつあります。その結果、同事業の当第３四半期連結累計

期間の売上高は、257,505千円(前年同期比7.0％減)、セグメント利益は、24,043千円(前年同期比

735.1％増)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３四半期連結会計期間末における総資産は、2,302,372千円(前連結会計年度末から18,854

千円の減少)となりました。 

このうち、流動資産は、1,372,882千円(前連結会計年度末から323,757千円の減少)となりまし

た。これは、主として現金及び預金が242,379千円減少したこと並びに受取手形及び売掛金が

116,235千円減少したことによるものです。 

固定資産は、929,490千円(前連結会計年度末から304,903千円の増加)となりました。これは、

主として投資有価証券が291,882千円増加したことによるものです。 

 

②負債の部 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、591,074千円(前連結会計年度末から127,844千

円の減少)となりました。 

このうち、流動負債は、385,365千円(前連結会計年度末から128,446千円の減少)となりました。

これは、主として短期借入金が30,046千円増加した一方で、未払法人税等が22,029千円減少した

こと及び流動負債のその他に含まれている未払金が110,030千円減少したことによるものです。 

固定負債は、205,708千円(前連結会計年度末から602千円の増加)となりました。これは、主と

して資産除去債務が1,691千円増加したことによるものです。 

 

③純資産の部 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、1,711,298千円(前連結会計年度末から

108,989千円の増加)となりました。これは、主として少数株主持分が22,605千円減少した一方で、

四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が19,938千円増加したこと及びその他有価証券

評価差額金が110,212千円増加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 

最近の業績動向を踏まえ、平成26年９月５日公表の業績予想の数値を修正しました。 

詳細につきましては、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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26年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,548 947,168

受取手形及び売掛金 368,443 252,207

商品 151 613

仕掛品 938 4,442

その他のたな卸資産 211 -

その他 138,360 171,520

貸倒引当金 △1,013 △3,070

流動資産合計 1,696,640 1,372,882

固定資産

有形固定資産 7,841 7,987

無形固定資産

その他 4,407 18,491

無形固定資産合計 4,407 18,491

投資その他の資産

投資有価証券 473,610 765,493

その他 165,647 164,402

貸倒引当金 △26,919 △26,884

投資その他の資産合計 612,338 903,011

固定資産合計 624,586 929,490

資産合計 2,321,226 2,302,372

負債の部

流動負債

買掛金 18,292 16,501

短期借入金 103,340 133,386

1年内返済予定の長期借入金 133,524 124,388

未払法人税等 26,313 4,284

賞与引当金 8,826 6,861

資産除去債務 1,487 -

その他 222,026 99,943

流動負債合計 513,811 385,365

固定負債

長期借入金 186,908 185,393

資産除去債務 18,198 19,889

その他 - 426

固定負債合計 205,106 205,708

負債合計 718,918 591,074
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 823,267 823,267

資本剰余金 956,507 956,507

利益剰余金 △185,613 △165,674

自己株式 △39,678 △39,678

株主資本合計 1,554,484 1,574,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24,872 85,340

為替換算調整勘定 △3,140 △1,696

その他の包括利益累計額合計 △28,013 83,643

少数株主持分 75,837 53,232

純資産合計 1,602,308 1,711,298

負債純資産合計 2,321,226 2,302,372
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
　至 平成26年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年４月30日)

売上高 1,132,235 869,159

売上原価 765,220 704,109

売上総利益 367,014 165,049

販売費及び一般管理費 382,706 359,728

営業損失（△） △15,692 △194,679

営業外収益

受取利息 4,201 11,385

受取配当金 2,371 7,517

投資有価証券売却益 3,382 135,061

複合金融商品評価益 8,439 25,344

その他 4,887 12,047

営業外収益合計 23,282 191,355

営業外費用

支払利息 3,181 4,985

投資有価証券評価損 - 2,197

その他 1,052 1,813

営業外費用合計 4,234 8,996

経常利益又は経常損失（△） 3,355 △12,321

特別利益

固定資産売却益 5 -

特別利益合計 5 -

特別損失

固定資産除却損 3 15

関係会社株式売却損 677 -

持分変動損失 1,327 -

特別損失合計 2,007 15

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（△）

1,353 △12,336

法人税、住民税及び事業税 30,263 4,950

法人税等調整額 △280 △12,379

法人税等合計 29,982 △7,428

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △28,628 △4,908

少数株主利益又は少数株主損失（△） 23,185 △24,846

四半期純利益又は四半期純損失（△） △51,814 19,938
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
　至 平成26年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △28,628 △4,908

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51,171 110,212

為替換算調整勘定 477 2,845

その他の包括利益合計 51,648 113,058

四半期包括利益 23,020 108,149

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 646 131,594

少数株主に係る四半期包括利益 22,373 △23,445
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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３四半期連結累計期間(自 平成25年８月１日 至 平成26年４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) 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

法人事業 
コンシューマ

ー事業 

売上高      

(1)外部顧客への売上高 855,429 276,805 1,132,235 ― 1,132,235 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

31,100 ― 31,100 △31,100 ― 

計 886,529 276,805 1,163,335 △31,100 1,132,235 

セグメント利益又は損失(△) 199,835 2,879 202,715 △218,407 △15,692 

(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３四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年４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) 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

法人事業 
コンシューマ

ー事業 

売上高      

(1)外部顧客への売上高 611,653 257,505 869,159 ― 869,159 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

23,220 ― 23,220 △23,220 ― 

計 634,873 257,505 892,379 △23,220 869,159 

セグメント利益又は損失(△) △3,945 24,043 20,097 △214,777 △194,679 

(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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