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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 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における業績は、概ね計画通りに推移しており、平成27年５月15日 

に公表いたしました、平成28年３月期の通期の業績予想に変更はありません。 

 

 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年９月 13 日。以下「企

業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平

成 25 年９月 13 日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成 25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等

を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した

連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会

計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反

映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるた

め、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び

連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58－２項（４）、連結会計

基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱い

に従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。また、当第１四半期連結会計期間末の

資本剰余金が63百万円減少しております。 
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,261 2,909

受取手形及び売掛金 37,490 40,159

たな卸資産 14,356 14,620

その他 6,026 5,096

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 60,116 62,766

固定資産

有形固定資産 6,506 6,467

無形固定資産 213 206

投資その他の資産

その他 8,634 9,291

貸倒引当金 △234 △234

投資その他の資産合計 8,400 9,056

固定資産合計 15,120 15,731

資産合計 75,236 78,497

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,411 42,228

電子記録債務 8,931 10,013

短期借入金 6,144 6,262

引当金 391 584

その他 2,892 2,440

流動負債合計 58,771 61,529

固定負債

長期借入金 2,164 2,335

引当金 171 175

退職給付に係る負債 915 909

その他 1,802 2,003

固定負債合計 5,055 5,423

負債合計 63,827 66,953

純資産の部

株主資本

資本金 2,486 2,486

資本剰余金 1,501 1,437

利益剰余金 4,623 4,338

自己株式 △139 △139

株主資本合計 8,472 8,123

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,066 3,483

退職給付に係る調整累計額 △131 △128

その他の包括利益累計額合計 2,935 3,354

非支配株主持分 1 65

純資産合計 11,409 11,544

負債純資産合計 75,236 78,497
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 44,230 49,782

売上原価 40,046 45,233

売上総利益 4,184 4,548

販売費及び一般管理費 4,480 4,818

営業損失（△） △295 △269

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 46 21

仕入割引 71 67

情報手数料 61 69

その他 52 50

営業外収益合計 234 210

営業外費用

支払利息 16 16

売上債権売却損 9 8

貸倒引当金繰入額 11 -

その他 8 6

営業外費用合計 46 30

経常損失（△） △106 △89

税金等調整前四半期純損失（△） △106 △89

法人税、住民税及び事業税 31 73

法人税等調整額 △76 △29

法人税等合計 △45 44

四半期純損失（△） △61 △133

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △15 △0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △45 △133
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △61 △133

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 415

退職給付に係る調整額 3 2

持分法適用会社に対する持分相当額 0 1

その他の包括利益合計 3 420

四半期包括利益 △57 286

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △42 286

非支配株主に係る四半期包括利益 △15 0
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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） 

当第1四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

   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） 

当第1四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

   該当事項はありません。 
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