
１【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24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,750,825 2,235,321

受取手形及び売掛金 896,510 672,764

商品及び製品 6,111 3,585

仕掛品 936 5,980

原材料及び貯蔵品 353 714

繰延税金資産 94,382 47,502

その他 90,119 231,275

貸倒引当金 △28,378 △11,179

流動資産合計 3,810,859 3,185,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 59,335 69,905

機械装置及び運搬具（純額） 3,692 2,955

工具、器具及び備品（純額） 70,093 60,086

土地 50,400 81,602

有形固定資産合計 183,521 214,549

無形固定資産   

のれん 53,606 19,592

ソフトウエア 275,837 296,548

その他 1,528 2,498

無形固定資産合計 330,972 318,638

投資その他の資産   

投資有価証券 222,167 351,168

敷金及び保証金 191,425 231,559

長期貸付金 5,000 5,000

長期滞留債権 4,539 3,500

長期預金 － 4,200

繰延税金資産 30,798 24,562

その他 11,767 10,048

貸倒引当金 △9,372 △8,333

投資その他の資産合計 456,325 621,705

固定資産合計 970,820 1,154,893

資産合計 4,781,679 4,340,860
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 304,821 235,390

1年内返済予定の長期借入金 113,394 －

未払費用 175,822 141,810

未払法人税等 220,108 96,230

未払消費税等 18,191 13,331

賞与引当金 89,139 32,600

役員賞与引当金 8,200 2,150

返品調整引当金 1,470 1,449

ポイント引当金 27,580 4,579

その他 178,858 354,075

流動負債合計 1,137,585 881,616

固定負債   

長期借入金 157,723 －

ポイント引当金 － 3,663

その他 8,900 8,900

固定負債合計 166,623 12,563

負債合計 1,304,208 894,179

純資産の部   

株主資本   

資本金 277,375 277,375

資本剰余金 287,290 287,290

利益剰余金 2,830,150 2,824,739

自己株式 △17,410 △17,410

株主資本合計 3,377,405 3,371,994

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,113 △2,166

為替換算調整勘定 △978 15,187

その他の包括利益累計額合計 △7,092 13,020

少数株主持分 107,157 61,665

純資産合計 3,477,471 3,446,681

負債純資産合計 4,781,679 4,340,860
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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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 2,539,035 2,280,956

売上原価 1,226,280 1,090,606

売上総利益 1,312,755 1,190,350

返品調整引当金戻入額 3,283 1,470

返品調整引当金繰入額 2,124 1,449

差引売上総利益 1,313,914 1,190,371

販売費及び一般管理費 ※  988,684 ※  939,524

営業利益 325,229 250,847

営業外収益   

受取利息 227 567

受取配当金 65 1,185

為替差益 1,228 4,544

助成金収入 7,920 2,300

雑収入 894 1,520

営業外収益合計 10,335 10,117

営業外費用   

支払利息 831 1,117

持分法による投資損失 － 538

雑損失 114 119

営業外費用合計 945 1,775

経常利益 334,619 259,189

特別利益   

固定資産売却益 － 800

子会社株式売却益 － 22,576

投資有価証券売却益 1,000 276

負ののれん発生益 1,550 －

特別利益合計 2,550 23,652

特別損失   

固定資産除却損 5,866 1,163

関連会社株式評価損 4,102 －

のれん償却額 － 114,829

特別損失合計 9,968 115,992

税金等調整前四半期純利益 327,201 166,849

法人税等合計 158,310 127,034

少数株主損益調整前四半期純利益 168,890 39,815

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,082 3,469

四半期純利益 170,972 36,345
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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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,890 39,815

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 4,039

為替換算調整勘定 － 16,166

その他の包括利益合計 － 20,206

四半期包括利益 168,890 60,021

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 170,972 56,458

少数株主に係る四半期包括利益 △2,082 3,563
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 327,201 166,849

減価償却費 81,218 97,486

のれん償却額 17,868 123,763

持分法による投資損益（△は益） － 538

貸倒引当金の増減額（△は減少） 679 △2,851

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,159 △21

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,470 2,862

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,490 △56,234

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,300 △6,050

受取利息及び受取配当金 △292 △1,752

支払利息 831 1,117

売上債権の増減額（△は増加） △88,407 △17,089

前受金の増減額（△は減少） △22,786 △37,831

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,599 △2,504

仕入債務の増減額（△は減少） 37,224 24,297

前渡金の増減額（△は増加） 5,500 8,340

未払費用の増減額（△は減少） 29,076 28,630

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,873 △5,981

投資有価証券売却損益（△は益） △1,000 △276

関連会社株式評価損 4,102 －

子会社株式売却損益（△は益） － △22,576

固定資産売却損益（△は益） － △800

負ののれん発生益 △1,550 －

その他 47,228 28,731

小計 462,889 328,650

利息及び配当金の受取額 292 1,752

利息の支払額 △831 △1,117

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △135,423 △220,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,926 109,100
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △315,132 △17,595

定期預金の払戻による収入 612,892 612,459

有形固定資産の取得による支出 △52,386 △52,977

無形固定資産の売却による収入 － 3,600

無形固定資産の取得による支出 △83,606 △54,520

投資有価証券の取得による支出 － △57,120

投資有価証券の売却による収入 4,500 1,520

関係会社株式の取得による支出 △7,003 －

子会社株式の取得による支出 － △38,416

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △130,375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △120,619

短期貸付けによる支出 △5,000 △60,000

短期貸付金の回収による収入 － 5,413

敷金及び保証金の差入による支出 △33,778 △7,412

敷金及び保証金の回収による収入 － 13,204

投資活動によるキャッシュ・フロー 120,485 97,160

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 110,000 －

長期借入金の返済による支出 △26,137 △107,007

リース債務の返済による支出 △665 －

配当金の支払額 △41,435 △41,025

少数株主への配当金の支払額 △2,762 －

自己株式の取得による支出 △20,335 －

子会社の自己株式の取得による支出 △3,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,664 △148,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 969 19,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 464,045 77,658

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,022 2,127,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,538,067 ※  2,205,468
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】 

  

 
  

【会計方針の変更等】 
  

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  保証債務 

下記の連結子会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

  

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

(連結の範囲の重要な変更) 

第１四半期連結会計期間より、イーツアー株式会社の株式を新たに取得したことにより、連結の範囲に含めて

おります。なお、平成24年12月31日をみなし取得日としたため、当第２四半期連結会計期間より損益計算書を連

結しております。 

 また、第１四半期連結会計期間において、株式会社エキスプレス・コンテンツバンクの株式を一部譲渡したこ

とにより、持分比率が低下し関連会社となったため連結の範囲から除外しておりますが、平成24年12月31日をみ

なし売却日としたため、第１四半期連結会計期間の損益計算書のみ連結しております。 

(持分法適用の範囲の重要な変更) 

「連結の範囲の重要な変更」に記載のとおり、株式会社エキスプレス・コンテンツバンクは持分比率が低下し

関連会社となったため、第１四半期連結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。 

 

(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日) 
当第２四半期連結累計期間

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更による、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成25年３月31日)

株式会社エキスプレス・ 
コンテンツバンク 

― 23,590千円

 (自  平成23年10月１日 
至  平成24年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

役員報酬 50,204千円 48,889千円

給料手当 170,000千円 244,664千円

賞与引当金繰入額 27,821千円 18,986千円

役員賞与引当金繰入額 4,000千円 2,150千円

通信費 26,300千円 27,687千円

広告宣伝費 369,026千円 266,907千円

減価償却費 17,479千円 18,614千円

地代家賃 26,717千円 29,324千円

貸倒引当金繰入額 16,082千円 4,165千円

支払手数料 134,628千円 101,323千円

のれん償却額 17,868千円 8,934千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。 

  

 
  

(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年３月31日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

当社は、平成23年11月14日開催の取締役会決議に基づき、平成23年11月17日から平成23年12月16日

の期間において、市場買付により41,700株、20,335千円の自己株式を取得いたしました。この結果、

当第２四半期連結会計期間末において、自己株式数は90,403株となっています。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

 (自  平成23年10月１日 
至  平成24年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 2,456,102千円 2,235,321千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△918,034千円 △29,853千円

現金及び現金同等物 1,538,067千円 2,205,468千円

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月22日 
定時株主総会 

普通株式 41,650 8.00 平成23年９月30日 平成23年12月26日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 41,756 8.00 平成24年９月30日 平成24年12月21日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年３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 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発ソフトウェア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△170,795千円には、のれん償却額△17,868千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△152,926千円が含まれております。 

３ 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利益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。 

  
当第２四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３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 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発ソフトウェア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△155,721千円には、のれん償却額△8,934千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△146,787千円が含まれております。 

３ 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利益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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 第１四半期連結会計期間末において、株式会社エキスプレス・コンテンツバンクの株式を一部譲渡

し連結の範囲から除外したことに伴い、のれんの金額に重要な変動が生じております。 

(単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

調整額 
(注)２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)３乗換案内事業

マルチ 
メディア事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 1,991,288 437,634 2,428,922 110,112 ― 2,539,035 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

40 ― 40 30,540 △30,580 ― 

計 1,991,328 437,634 2,428,963 140,653 △30,580 2,539,035 

セグメント利益 
又は損失(△) 

600,350 △137,425 462,924 33,100 △170,795 325,229 

(単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

調整額 
(注)２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)３乗換案内事業

マルチ 
メディア事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 1,982,318 223,484 2,205,802 75,154 ― 2,280,956 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

192 ― 192 18,619 △18,812 ― 

計 1,982,511 223,484 2,205,995 93,773 △18,812 2,280,956 

セグメント利益 
又は損失(△) 

490,386 △81,097 409,289 △2,720 △155,721 250,847 
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 なお、当該事象による当第２四半期連結累計期間におけるのれんの減少額は、44,672千円でありま

す。 

 また、当第２四半期連結会計期間末において、連結子会社であるイーツアー株式会社の株式を追加

取得したことに伴い、のれんの金額に重要な変動が生じております。 

 なお、当該事象による当第２四半期連結累計期間におけるのれんの増加額は、19,592千円でありま

す。 

  
  

(金融商品関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成25年３月31日) 

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  
(有価証券関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成25年３月31日) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  
(デリバティブ取引関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成25年３月31日) 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  
(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  
(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

項目 (自  平成23年10月１日 
至  平成24年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 33円00銭 6円96銭 

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 170,972 36,345 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 170,972 36,345 

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,180 5,219 
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(重要な後発事象) 

 
  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日)

連結子会社の吸収合併 

当社は、平成25年２月14日に締結した合併契約に基づき、当社の連結子会社である株式会社グルメぴあネット

ワークを平成25年４月１日付で吸収合併いたしました。 

１.合併の目的 

 当社グループとして経営資源の集中と効率化を図り、グループの競争力を強化するため、株式会社グルメぴ

あネットワークの迅速な意思決定と間接部門の集約による効率化を目的として、当社に吸収合併することとい

たしました。 

２.合併の要旨 

① 合併の日程 

  合併契約書締結取締役会   平成25年２月14日 

  合併契約書締結日      平成25年２月14日 

  合併期日（効力発生日）   平成25年４月１日 

 本合併は、当社においては会社法第796条第３項に規定する簡易合併であり、株式会社グルメぴあネット

ワークにおいては会社法第784条第１項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を

開催いたしません。 

② 合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社グルメぴあネットワークは本合併により解散いたしまし

た。 

③ 合併に係る割当ての内容 

 株式会社グルメぴあネットワークは当社100％連結子会社であったため、本合併による新株式の発行、資

本金の増加及び合併交付金の支払はありません。 

３.吸収合併の相手会社に関する事項（平成25年３月31日現在） 

会社名     株式会社グルメぴあネットワーク 

主な事業の内容 WEBサイトの開発・運営及び広告販売事業、法人クライアント向け販促支援事業、BPO事業 

売上高      296百万円 

当期純利益   △63百万円 

総資産      151百万円 

負債        55百万円 

純資産       95百万円 

従業員数        30名 

４.合併後の状況 

本合併に際して、存続会社である当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期

に変更はありません。 

５.会計処理の概要 

本合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基

づき、共通支配下の取引として処理いたします。 

２ 【その他】
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