
１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【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) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,750,825 2,452,043

受取手形及び売掛金 896,510 558,619

商品及び製品 6,111 3,044

仕掛品 936 16,133

原材料及び貯蔵品 353 693

繰延税金資産 94,382 103,736

その他 90,119 384,485

貸倒引当金 △28,378 △10,232

流動資産合計 3,810,859 3,508,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 101,168 109,763

減価償却累計額 △41,832 △38,503

建物及び構築物（純額） 59,335 71,260

機械装置及び運搬具 7,211 7,211

減価償却累計額 △3,518 △4,992

機械装置及び運搬具（純額） 3,692 2,218

工具、器具及び備品 393,067 426,581

減価償却累計額 △322,973 △335,326

工具、器具及び備品（純額） 70,093 91,254

土地 50,400 82,829

有形固定資産合計 183,521 247,563

無形固定資産   

のれん 53,606 17,632

ソフトウエア 275,837 272,414

その他 1,528 2,498

無形固定資産合計 330,972 292,545

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  222,167 ※1  310,906

敷金及び保証金 191,425 210,561

長期貸付金 5,000 －

長期滞留債権 4,539 3,500

長期預金 － 4,800

繰延税金資産 30,798 13,096

その他 11,767 7,922

貸倒引当金 △9,372 △3,333

投資その他の資産合計 456,325 547,453

固定資産合計 970,820 1,087,561

資産合計 4,781,679 4,596,085
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 304,821 205,512

1年内返済予定の長期借入金 113,394 －

未払費用 175,822 74,234

未払法人税等 220,108 7,121

未払消費税等 18,191 10,619

前受金 157,582 445,575

賞与引当金 89,139 93,300

役員賞与引当金 8,200 7,250

返品調整引当金 1,470 1,421

ポイント引当金 27,580 4,691

受注損失引当金 － 713

その他 21,275 58,425

流動負債合計 1,137,585 908,864

固定負債   

長期借入金 157,723 －

ポイント引当金 － 3,752

その他 8,900 5,900

固定負債合計 166,623 9,652

負債合計 1,304,208 918,516

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 3,052,121

自己株式 △17,410 △17,410

株主資本合計 3,377,405 3,599,376

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 △5,046

為替換算調整勘定 △978 18,780

その他の包括利益累計額合計 △7,092 13,734

少数株主持分 107,157 64,457

純資産合計 3,477,471 3,677,568

負債純資産合計 4,781,679 4,596,085
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】 
【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,858,334 4,311,694

売上原価 ※2, ※3  2,352,678 ※2, ※3  2,146,015

売上総利益 2,505,655 2,165,679

返品調整引当金戻入額 3,283 1,470

返品調整引当金繰入額 1,470 1,421

差引売上総利益 2,507,468 2,165,728

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  1,944,986 ※1, ※3  1,690,955

営業利益 562,482 474,773

営業外収益   

受取利息 722 1,048

受取配当金 815 2,079

為替差益 84 5,685

助成金収入 10,270 2,300

貸倒引当金戻入額 － 5,000

雑収入 4,583 2,695

営業外収益合計 16,475 18,807

営業外費用   

支払利息 1,973 1,117

持分法による投資損失 － 46,120

貸倒引当金繰入額 5,000 －

雑損失 766 1,993

営業外費用合計 7,740 49,231

経常利益 571,217 444,349

特別利益   

固定資産売却益 ※4  1,140 ※4  800

子会社株式売却益 － 22,576

投資有価証券売却益 148,635 276

負ののれん発生益 1,550 －

特別利益合計 151,325 23,652

特別損失   

固定資産除却損 ※5  8,197 ※5  2,225

関連会社株式評価損 4,102 －

のれん償却額 217,940 114,829

特別損失合計 230,240 117,055

税金等調整前当期純利益 492,303 350,947

法人税、住民税及び事業税 334,069 98,886

法人税等調整額 △1,919 △17,928

法人税等合計 332,149 80,957

少数株主損益調整前当期純利益 160,153 269,989

少数株主利益 754 6,261

当期純利益 159,399 263,727
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【連結包括利益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 160,153 269,989

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,113 1,160

為替換算調整勘定 △978 19,759

その他の包括利益合計 ※  △7,092 ※  20,920

包括利益 153,061 290,909

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 152,307 284,554

少数株主に係る包括利益 754 6,355
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 277,375 277,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 277,375 277,375

資本剰余金   

当期首残高 284,375 287,290

当期変動額   

自己株式の処分 2,915 －

当期変動額合計 2,915 －

当期末残高 287,290 287,290

利益剰余金   

当期首残高 2,712,401 2,830,150

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 159,399 263,727

当期変動額合計 117,748 221,970

当期末残高 2,830,150 3,052,121

自己株式   

当期首残高 △24,079 △17,410

当期変動額   

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 27,005 －

当期変動額合計 6,669 －

当期末残高 △17,410 △17,410

株主資本合計   

当期首残高 3,250,072 3,377,405

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 159,399 263,727

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 29,920 －

当期変動額合計 127,333 221,970

当期末残高 3,377,405 3,599,376
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 － △6,113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,113 1,066

当期変動額合計 △6,113 1,066

当期末残高 △6,113 △5,046

為替換算調整勘定   

当期首残高 － △978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △978 19,759

当期変動額合計 △978 19,759

当期末残高 △978 18,780

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 － △7,092

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,092 20,826

当期変動額合計 △7,092 20,826

当期末残高 △7,092 13,734

少数株主持分   

当期首残高 111,795 107,157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,637 △42,700

当期変動額合計 △4,637 △42,700

当期末残高 107,157 64,457

純資産合計   

当期首残高 3,361,867 3,477,471

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 159,399 263,727

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 29,920 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,729 △21,874

当期変動額合計 115,603 200,097

当期末残高 3,477,471 3,677,568
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 492,303 350,947

減価償却費 177,766 200,470

のれん償却額 253,940 125,722

持分法による投資損益（△は益） － 46,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,315 △8,798

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,813 △49

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,100 3,063

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,569 4,466

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100 △950

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 713

受取利息及び受取配当金 △1,537 △3,127

支払利息 1,973 1,117

売上債権の増減額（△は増加） 96,973 97,056

前受金の増減額（△は減少） 682 77,715

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,699 △12,094

仕入債務の増減額（△は減少） △9,762 △10,411

前渡金の増減額（△は増加） 4,909 △36,366

未払費用の増減額（△は減少） 39,170 △38,945

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,457 △6,501

投資有価証券売却損益（△は益） △148,635 △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） △1,140 △800

負ののれん発生益 △1,550 －

その他 39,027 18,846

小計 1,027,453 785,342

利息及び配当金の受取額 1,537 3,127

利息の支払額 △1,973 △1,117

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △262,282 △389,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,735 397,664
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30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 △320,377 △25,299

定期預金の払戻による収入 913,156 614,461

有形固定資産の取得による支出 △82,095 △70,849

有形固定資産の売却による収入 2,100 －

資産除去債務の履行による支出 △11,100 △4,647

無形固定資産の取得による支出 △154,158 △105,751

無形固定資産の売却による収入 － 3,600

投資有価証券の取得による支出 △30,526 △69,120

投資有価証券の売却による収入 171,272 1,520

関係会社株式の取得による支出 △7,003 －

関係会社株式の売却による収入 － 5,000

子会社株式の取得による支出 △3,000 △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

※2  △223,931 ※2  △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

－ ※3  △120,619

短期貸付けによる支出 △5,413 △63,370

短期貸付金の回収による収入 － 5,473

長期貸付けによる支出 △5,000 －

長期貸付金の回収による収入 － 5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △33,928 △7,415

敷金及び保証金の回収による収入 68,691 19,804

預り保証金の返還による支出 △1,500 △3,000

創立費の支払による支出 △108 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 277,078 15,994

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △40,000 －

短期借入れによる収入 40,000 －

長期借入金の返済による支出 △60,669 △107,007

長期借入れによる収入 110,000 －

リース債務の返済による支出 △665 －

配当金の支払額 △41,512 △41,133

少数株主への配当金の支払額 △3,867 －

少数株主からの払込みによる収入 3,000 －

自己株式の取得による支出 △20,335 －

自己株式の売却による収入 29,920 －

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 12,870 △148,140

現金及び現金同等物に係る換算差額 △895 23,759

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,053,787 289,277

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期末残高 ※1  2,127,810 ※1  2,417,087
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【注記事項】 

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

コンパスティービー株式会社 

ゼストプロ株式会社 

有限会社プロセス 

きぼうキャピタル株式会社 

株式会社Doreicu 

Jorudan Transit Directory, Inc. 

イーツアー株式会社 

 なお、イーツアー株式会社については平成24年11月26日付の株式取得により当連結会計年度より連

結子会社に含めております。また、連結子会社であった株式会社エキスプレス・コンテンツバンクは

平成24年12月28日付で株式の一部を譲渡したことにより、同じく連結子会社であった株式会社グルメ

ぴあネットワークは平成25年４月１日付で当社に吸収合併されたことにより、ともに当連結会計年度

より連結子会社から除外しております。 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

雑誌ネット株式会社 

億旅(上海)信息技術有限公司 

  
連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社２社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

  
２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 １社 

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称 

関連会社 

株式会社エキスプレス・コンテンツバンク 

 なお、連結子会社であった株式会社エキスプレス・コンテンツバンクについては、株式の一部を譲

渡したことにより、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。 
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(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等 

非連結子会社 

雑誌ネット株式会社 

億旅(上海)信息技術有限公司 

関連会社 

納威辟(上海)軟件開發有限公司 

EXCB ASIA PACIFIC LIMITED 

A-kind, Inc. 

  
持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

  
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

連結子会社のうち株式会社Doreicu、Jorudan Transit Directory, Inc.及びイーツアー株式会社の決算

日は３月31日、きぼうキャピタル株式会社の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、９月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

  
４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

商品及び製品、仕掛品 

個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

但し、建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。なお、耐用年数及

び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

市場販売目的のソフトウェア 

販売可能な見込有効期間(３年以内)に基づく定額法 

自社利用目的のソフトウェア 

社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法 

ハ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。 

ハ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。 

ニ 返品調整引当金 

製品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計上しておりま

す。 

ホ ポイント引当金 

顧客へ付与したポイントの将来の使用に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

ヘ 受注損失引当金 

受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理

的に見積もることができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 
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(5) 重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法 

特例処理の条件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金 

ハ ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避する目的で行っております。 

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜処理によっております。 

(会計方針の変更) 

（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、当連結会計年度より平成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方法に変更しております。 

なお、減価償却方法の変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

  
(表示方法の変更) 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は、当連結

会計年度において負債及び純資産の合計額の100分の５を超えることとなったため、当連結会計年度

より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連

結財務諸表の組替えを行っております。  

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた

178,858千円は、「前受金」157,582千円、「その他」21,275千円として組み替えております。 
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(連結貸借対照表関係) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  

 ２  保証債務 

 関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

  

(連結損益計算書関係) 

※１ 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。 

  

※２  売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

  

※４ 固定資産売却益の内容 

  

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当連結会計年度 

(平成25年９月30日)

投資有価証券(株式) 75,401千円 80,568千円 
 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当連結会計年度 

(平成25年９月30日)

株式会社エキスプレス・ 
コンテンツバンク 

― 15,250千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

役員報酬 100,045千円 86,906千円 

給与手当 326,655千円 496,873千円 

賞与引当金繰入額 48,699千円 56,278千円 

役員賞与引当金繰入額 8,200千円 7,250千円 

通信費 50,051千円 58,095千円 

広告宣伝費 736,093千円 345,570千円 

減価償却費 37,282千円 44,547千円 

地代家賃 46,822千円 61,233千円 

貸倒引当金繰入額 19,876千円 4,670千円 

支払手数料 255,935千円 181,694千円 

のれん償却額 36,000千円 10,893千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

  ― 713千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

  45,199千円 37,248千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

機械装置及び運搬具 1,140千円 ― 

ソフトウエア ― 800千円 
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※５ 固定資産除却損の内容 

  

(連結包括利益計算書関係) 

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
２ 自己株式に関する事項 

  
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加        41,700株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 第三者割当による処分による減少  55,000株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 

  

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

建物及び構築物 5,866千円 1,642千円 

機械装置及び運搬具 55千円 ― 

工具、器具及び備品 2,275千円 582千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

その他有価証券評価差額金     

  当期発生額 △9,498千円 4,822千円 

 組替調整額 ― △276千円 

    税効果調整前 △9,498千円 4,545千円 

    税効果額 3,385千円 △3,385千円 

    その他有価証券評価差額金 △6,113千円 1,160千円 

為替換算調整勘定     

  当期発生額 △978千円 19,759千円 

その他の包括利益合計 △7,092千円 20,920千円 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,255,000 ─ ─ 5,255,000 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 48,703 41,700 55,000 35,403 
 

― 67 ―



  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
２ 自己株式に関する事項 

  
  

３ 新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

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

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
 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成24年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 41,756 8.00 平成24年９月30日 平成24年12月21日
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,255,000 ─ ─ 5,255,000 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,403 ─ ─ 35,403 
 

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

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
 

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成25年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 41,756 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月24日
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当連結会計年度

現金及び預金勘定 2,750,825千円 2,452,043千円 

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △623,015千円 △34,955千円 

現金及び現金同等物 2,127,810千円 2,417,087千円 
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※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度(自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日) 

株式の取得により新たに株式会社グルメぴあネットワークを連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。 

  

当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

株式の取得により新たにイーツアー株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。 

  

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

株式の一部売却により株式会社エキスプレス・コンテンツバンクが連結子会社でなくなったことに伴

う連結除外時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の売却価額と同社売却による支出（純額）との関係

は次のとおりであります。 

流動資産 191,866千円

固定資産 75,575千円

のれん 217,940千円

流動負債 △93,271千円

固定負債 △48,411千円

新規連結子会社株式の取得価額 343,700千円

取得価額のうち未払額 500千円

新規連結子会社の現金及び現金同等物 119,268千円

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 223,931千円
 

流動資産 268,793千円

固定資産 116,248千円

のれん 114,829千円

流動負債 △247,956千円

固定負債 △3,600千円

少数株主持分 △37,711千円

新規連結子会社株式の取得価額 210,603千円

新規連結子会社の現金及び現金同等物 80,227千円

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 130,375千円
 

流動資産 518,775千円

固定資産 57,669千円

流動負債 △287,715千円

固定負債 △95,046千円

少数株主持分 △67,943千円

持分法による投資評価額 △104,789千円

のれん 44,672千円

子会社株式売却益 22,576千円

株式の売却価額 88,200千円

現金及び現金同等物 208,819千円

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 120,619千円
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(リース取引関係) 

ファイナンス・リース取引 

１ 借主側 

所有権移転ファイナンス・リース取引 

(1) リース資産の内容 

・無形固定資産 

乗換案内事業及びマルチメディア事業における携帯電話向けコンテンツ配信用ソフトウェアであり

ます。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

２ 貸主側 

(1) リース投資資産の内訳 

流動資産 

  

(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額 

流動資産 

  

  

    (単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当連結会計年度 

(平成25年９月30日)

リース料債権部分 47,042 27,866 

見積残存価額部分 1,169 1,727 

受取利息相当額 △29,252 △18,666 

リース投資資産 18,958 10,928 
 

  (単位：千円) 

 

前連結会計年度 
(平成24年９月30日)

１年以内
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

リース債権 ― ― ― ― 

リース投資資産 28,445 15,306 3,290 ― 
 

  (単位：千円) 

 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日)

１年以内
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

リース債権 ― ― ― ― 

リース投資資産 21,093 6,773 ― ― 
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(金融商品関係) 

１  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品に限定し、売買差益を獲得する目的や投

機的目的のための運用は行わない方針であります。また資金調達については、製品開発投資計画に照ら

して必要な資金を内部留保及び銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述のリスクを回

避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。 

  
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金並びに長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行

うとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 

 敷金及び保証金は、主に事務所敷金及び営業保証金であり差入れ先の信用リスクに晒されております

が、差入れ先の状況を定期的にモニタリングし、回収懸念の早期把握に努めております。 

 投資有価証券は上場株式及び非上場株式を保有しており、主に取引先企業との業務または資本提携等

関係強化を目的として中長期的に保有することを目的としております。上場株式は市場価格の変動リス

クに晒されていますが、定期的に時価の把握を行っております。非上場株式は、発行体の信用リスクに

晒されていますが、定期的に発行体企業の財務状況等を把握しております。 

営業債務である買掛金や未払費用は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。営業債務や

未払法人税等、借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計

画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については、支払金

利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘ

ッジ手段として利用しております。信用度の高い金融機関を取引相手として選択しているため、デリバ

ティブ取引に伴う取引相手の債務不履行による信用リスクの発生は、極めて低いと判断しております。

ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定

をもって有効性の評価を省略しております。 

  
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自

体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 
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２  金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)参照)。 

  
前連結会計年度(平成24年９月30日) 

 (単位：千円) 

(※１)  長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。 

(※２)  受取手形及び売掛金、長期貸付金、長期滞留債権に対応する貸倒引当金を控除しております。 

  

 
連結貸借対照表 

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 2,750,825 2,750,825 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 896,510     

    貸倒引当金(※２) △28,378     

  868,131 868,131 ― 

(3) 投資有価証券       

    その他有価証券 21,028 21,028 ― 

(4) 敷金及び保証金 61,585 47,088 △14,496 

(5) 長期貸付金 5,000     

    貸倒引当金(※２) △5,000     

  ― ― ― 

(6) 長期滞留債権 4,539     

    貸倒引当金(※２) △4,372     

  166 166 ― 

(7) 長期預金 ― ― ― 

資産計 3,701,737 3,687,240 △14,496 

(1) 支払手形及び買掛金 304,821 304,821 ― 

(2) 未払費用 175,822 175,822 ― 

(3) 未払法人税等 220,108 220,108 ― 

(4) 長期借入金(※１) 271,117 270,903 △214 

負債計 971,870 971,656 △214 

デリバティブ取引 ― ― ― 
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当連結会計年度(平成25年９月30日) 

 (単位：千円) 

(※)  受取手形及び売掛金、長期滞留債権に対応する貸倒引当金を控除しております。 

  
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

  
(3) 投資有価証券 

時価について、株式は取引所の価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照くださ

い。 

  
(4) 敷金及び保証金 

事務所等の敷金の時価については、合理的に見積もった返還予定時期に基づき、その将来キャッシ

ュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価格により算定しております。 

  
(5) 長期貸付金、並びに(6) 長期滞留債権 

 
連結貸借対照表 

計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 2,452,043 2,452,043 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 558,619     

    貸倒引当金(※) △10,232     

  548,387 548,387 ― 

(3) 投資有価証券       

    その他有価証券 25,480 25,480 ― 

(4) 敷金及び保証金 40,021 25,796 △14,224 

(5) 長期貸付金 ―     

    貸倒引当金 ―     

  ― ― ― 

(6) 長期滞留債権 3,500     

    貸倒引当金(※) △3,333     

  166 166 ― 

(7) 長期預金 4,800 4,827 27 

資産計 3,070,898 3,056,700 △14,197 

(1) 支払手形及び買掛金 205,512 205,512 ― 

(2) 未払費用 74,234 74,234 ― 

(3) 未払法人税等 7,121 7,121 ― 

(4) 長期借入金 ― ― ― 

負債計 286,868 286,868 ― 

デリバティブ取引 ― ― ― 
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担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は連結決算日にお

ける連結貸借対照表計上額から現在の貸倒引当金を控除した額に近似しており、当該帳簿価額によって

おります。 

  
(7) 長期預金 

その将来キャッシュ・フローを新規に同様の預金を行った場合に想定される預金利率で割り引いた現

在価値により算定しております。 

  
負  債 

(1) 支払手形及び買掛金、(2)未払費用、並びに(3)未払法人税等 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。 

  
(4) 長期借入金 

変動金利によるものは、市場金利を反映しており、また当社グループの信用状態は実行後大きく異な

っていないことから、時価は帳簿価格と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっておりま

す。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっております。一部の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており

（「デリバティブ取引関係」注記参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額

を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価格により算定しております。 

  
デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 

  
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額 

 (単位：千円) 

非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 

 また、敷金及び保証金の一部については、返還期限の合理的な見積りが困難なことから、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。 

  
(注３)金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度(平成24年９月30日) 
 (単位：千円) 

長期滞留債権（4,539千円）及び長期貸付金（5,000千円）は、償還予定額が見込めないため記載して

おりません。 

区分 平成24年９月30日 平成25年９月30日

非上場株式 201,139 285,426 

敷金及び保証金 129,840 170,540 
 

  １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 2,748,747 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 896,510 ― ― ― 

敷金及び保証金 3,946 288 23,516 33,834 

合計 3,649,204 288 23,516 33,834 
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当連結会計年度(平成25年９月30日) 

 (単位：千円) 

長期滞留債権（3,500千円）は、償還予定額が見込めないため記載しておりません。 

  
(注４)長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度(平成24年９月30日) 
 (単位：千円) 

  

当連結会計年度(平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成24年９月30日) 

  その他有価証券 

その他有価証券（連結貸借対照表計上額 非上場株式125,738千円）及び、子会社株式及び関連会

社株式（連結貸借対照表計上額 関係会社株式75,401千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記

載しておりません。 

  

当連結会計年度(平成25年９月30日) 

  その他有価証券 

その他有価証券（連結貸借対照表計上額 非上場株式204,858千円）及び、子会社株式及び関連会

社株式（連結貸借対照表計上額 関係会社株式80,568千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記

載しておりません。 

  １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 2,449,837 ― ― ― 

受取手形及び売掛金 558,619 ― ― ― 

敷金及び保証金 162 472 ― 39,386 

長期預金 ― 4,800 ― ― 

合計 3,008,620 5,272 ― 39,386 
 

  １年以内
１年超 
２年以内

２年超 
３年以内

３年超 
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

長期借入金（１年内返済予定
の長期借入金を含む） 

113,394 96,554 35,059 17,040 9,070 ― 
 

区分
連結貸借対照表計上額 

(千円)
取得原価 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

  株式 21,028 30,526 △9,498 
 

区分
連結貸借対照表計上額 

(千円)
取得原価 
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

      

  株式 25,480 30,526 △5,046 
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(デリバティブ取引関係) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

 金利関連 

前連結会計年度(平成24年９月30日) 
 (単位：千円) 

(注)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

当連結会計年度(平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度において、株式会社エキスプレス・コンテンツバンクの株式の一部を売却したこと

に伴い連結の範囲から除外しているため、記載しておりません。 

  

(退職給付関係) 

該当事項はありません。 

  

ヘッジ会計 
の方法

デリバティブ 
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワップ
の特例処理 

金利スワップ取引 
長期借入金 12,000 ― (注) 

  支払固定・ 
   受取変動 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

(資産除去債務関係) 

当社グループは、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資

産除去債務として認識しております。 

なお、当該資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収

が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。 

  

(賃貸等不動産関係) 

該当事項はありません。 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当連結会計年度 

(平成25年９月30日)

(繰延税金資産)     

未払事業税 14,816千円 776千円 

賞与引当金 38,416千円 39,970千円 

研究開発費損金不算入額 25,554千円 22,937千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 7,371千円 2,628千円 

たな卸資産評価損 11,552千円 13,547千円 

減価償却超過額 2,132千円 ─ 

繰越欠損金 155,582千円 117,973千円 

ポイント引当金 10,874千円 3,159千円 

子会社株式評価損 5,346千円 9,294千円 

関連会社株式評価損 1,461千円 11,498千円 

その他有価証券評価差額金 3,385千円 1,798千円 

その他 7,394千円 7,694千円 

繰延税金資産小計 283,889千円 231,278千円 

評価性引当額 △158,709千円 △109,268千円 

繰延税金資産合計 125,180千円 122,010千円 

(繰延税金負債)     

未収還付事業税 12千円 5,176千円 

繰延税金負債合計 12千円 5,176千円 

繰延税金資産（負債）の純額 125,167千円 116,833千円 
 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日)
当連結会計年度 

(平成25年９月30日)

法定実効税率 40.69％ 38.01％ 

(調整)     

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.96％ 1.00％ 

同族会社の留保金額に係る 
法人税及び住民税額 

4.07％ 10.66％ 

評価性引当額の増減 △0.92％ △40.45％ 

のれん償却額 20.99％ 13.62％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.09％ ― 

持分法投資損益 ― 5.00％ 

子会社株式売却損益の連結修正 ― △2.73％ 

その他 △0.41％ △2.04％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 67.47％ 23.07％ 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 
 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可
能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を
行う対象となっているものであります。 
 当社グループは、内部管理上採用している区分により「乗換案内事業」「マルチメディア事業」
の２つを報告セグメントとしております。 
 各報告セグメントの主な製品等は以下のとおりであります。 
 乗換案内事業 …… 鉄道等の経路検索・運賃計算ソフトウェア「乗換案内」、各種旅行商品、交
                    通関連情報、飲食店関連情報等 
 マルチメディア事業 …… 各種エンターテイメントコンテンツ、書籍、雑誌等 

  
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項」における記載と概ね同一であります。 
 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振
替高は、市場実勢価格に基づいております。 

  
３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日) 

(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 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△320,973千円には、のれん償却額△36,000千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△284,973千円が含まれております。 

(2) セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(3) セグメント資産の調整額1,555,273千円は、セグメント間取引消去△603,596千円、各報告セグメントに配

分されていない全社資産2,158,869千円が含まれております。 

(4) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社資産の減価償却費であります。 

(5) のれんの償却額の調整額は、各報告セグメントに配分されていないのれんの償却額であります。 

３ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社資産の増加

額であります。 

  

        (単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

調整額 
(注)２

連結財務諸表
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 3,822,286 874,188 4,696,475 161,859 ─ 4,858,334 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

78 ─ 78 51,916 △51,995 ─ 

計 3,822,365 874,188 4,696,554 213,775 △51,995 4,858,334 

セグメント利益又は損失(△) 1,100,818 △243,831 856,987 26,468 △320,973 562,482 

セグメント資産 2,581,763 430,158 3,011,922 214,484 1,555,273 4,781,679 

その他の項目             

  減価償却費 157,854 3,417 161,271 7,990 8,504 177,766 

 のれんの償却額 ― ─ ― ─ 253,940 253,940 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

142,228 ─ 142,228 14,817 246,040 403,086 
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当連結会計年度(自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日) 

(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 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益又は損失（△）の調整額△333,249千円には、のれん償却額△10,893千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△322,356千円が含まれております。 

(2) セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(3) セグメント資産の調整額1,095,157千円は、セグメント間取引消去△345,403千円、各報告セグメントに配

分されていない全社資産1,440,561千円が含まれております。 

(4) 減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社資産の減価償却費であります。 

(5) のれんの償却額の調整額は、各報告セグメントに配分されていないのれんの償却額であります。 

３ 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分されていない全社資産の増加

額であります。 

  

【関連情報】 

前連結会計年度(自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載
事項はありません。 

        (単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

調整額 
(注)２

連結財務諸表
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 3,926,466 248,195 4,174,662 137,032 ― 4,311,694 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

192 ― 192 37,591 △37,784 ― 

計 3,926,659 248,195 4,174,855 174,623 △37,784 4,311,694 

セグメント利益又は損失(△) 962,644 △141,188 821,456 △13,432 △333,249 474,773 

セグメント資産 3,255,189 64,945 3,290,135 210,792 1,095,157 4,596,085 

その他の項目             

  減価償却費 180,703 292 180,996 9,503 9,971 200,470 

 のれんの償却額 ― ― ― ― 125,722 125,722 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

209,366 ― 209,366 ― 145,109 354,476 
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当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。 

  

(2) 有形固定資産 

（単位：千円） 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載
事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日) 

(注)  のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

(注)  のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。 

  

日本 米国 合計 

198,093 49,469 247,563 
 

          (単位：千円) 

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

乗換案内事業
マルチ 

メディア事業
計

当期末残高 ― ― ― ― 53,606 53,606 
 

          (単位：千円) 

 

報告セグメント

その他 全社・消去 合計

乗換案内事業
マルチ 

メディア事業
計

当期末残高 ─ ─ ─ ─ 17,632 17,632 
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前連結会計年度(自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日) 

「その他」において連結子会社が少数株主より自己株式を取得いたしました。これに伴い当連結会計
年度において、1,550千円の負ののれん発生益を計上しております。 

  

当連結会計年度(自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【関連当事者情報】 

１  関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

前連結会計年度(自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日) 

(注) １  記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２  当社の連結子会社である株式会社エキスプレス・コンテンツバンクは、銀行借入債務の一部に対して同社代

表取締役社長 山内 大輔氏より連帯保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

取引金額欄には被保証債務の当連結会計年度末残高を記載しております。 

  
当連結会計年度(自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日) 

(注) １  記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２  当社の連結子会社であった株式会社エキスプレス・コンテンツバンクは、銀行借入債務の一部に対して同社

代表取締役社長 山内 大輔氏より連帯保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりませ

ん。山内 大輔氏は当連結会計年度中に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額欄には関連当事者に

該当しなくなった時点の被保証債務の残高を記載しております。 

  
２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
の役員 

山内 大輔 ― ―
当社連結子会社 
代表取締役社長 

― 債務被保証
銀行借入に対
する債務被保
証 (注)２ 

51,250 ― ― 

 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
の役員 

山内 大輔 ― ―
当社連結子会社 
代表取締役社長 

― 債務被保証
銀行借入に対
する債務被保
証 (注)２ 

48,000 ― ― 
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(企業結合等関係) 

当連結会計年度(自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日) 

 取得による企業結合 

(1) 企業結合の概要 

① 被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業の名称  イーツアー株式会社 

事業の内容     旅行業、インターネットを利用した旅行商品販売およびその関連業務、 

              国内・海外旅行に関する情報の提供、保険代理業  

② 企業結合を行った主な理由 

当社グループは、公共交通機関の経路検索サービス「乗換案内」の提供を主要事業としております

が、今後の事業展開として、乗換案内を基盤にしつつもそれに止まらず新しいサービスの提供を進

め、「移動に関するNo.１情報プロバイダー」を目指していく方針です。  

 一方、被取得企業の主力事業は、インターネットによる旅行商品の販売と、国内・海外旅行に関す

る情報提供の事業であります。これらは、当社グループが今後の事業展開として「移動に関するNo.１

情報プロバイダー」を目指す上で必要な事業であり、当社グループの主要事業である「乗換案内」の

提供と相互に補完性のある事業でもあります。  

 今回の株式取得においては、当社グループにおいて既に行っている旅行関連の事業について当該会

社と連携することで事業展開を加速できること、旅行関連の新たなサービスを市場に投入できる可能

性があること等が、当社グループが期待する事業シナジーであります。また「乗換案内」は、非常に

大きな利用者数基盤とトラフィックの獲得に成功しており、これらを被取得企業の有する商品力やイ

ンターネットでの旅行商品の販売システムを活かして収益化することで、大きな相乗効果を創出でき

るものと考えております。  

 以上が、企業結合を行った主な理由であります。 

③ 企業結合日 

平成24年11月26日（第１四半期連結会計期間末をみなし取得日としております。）  

④ 企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

⑤ 結合後企業の名称 

名称に変更はありません。 

⑥ 取得した議決権比率 

71.7％ 

⑦ 取得企業を決定するに至った根拠 

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。 

  

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成25年１月１日から平成25年９月30日まで 

  

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳 

取得の対価 現金による支出 200,003千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 10,600千円

取得原価   210,603千円
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(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

① 発生したのれんの金額  

114,829千円 

② 発生原因 

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。 

③ 償却の方法及び償却期間 

当連結会計年度において、提出会社の個別財務諸表上子会社株式（イーツアー株式会社）の評価損

を計上したことにより、一時償却（減損処理）しております。  

  

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  

(6) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書

に及ぼす影響の概算額及びその算定方法 

（概算額の算定方法） 

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業

の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。 

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

  
 共通支配下の取引等 

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) 取引の概要 

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

（吸収合併存続会社） 

     名称    ジョルダン株式会社（当社） 

     事業の内容 パッケージソフトの開発・販売、システム設計・製造、デジタルコンテンツ制作、 

           ゲームソフト開発・販売、インターネットコンテンツの提供、携帯コンテンツの提 

           供、旅行業法に基づく旅行業、出版事業 

（吸収合併消滅会社） 

     名称    株式会社グルメぴあネットワーク 

     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 

流動資産 268,793千円

固定資産 116,248千円

資産合計 385,041千円

流動負債 247,956千円

固定負債 3,600千円

負債合計 251,556千円
 

売上高 111百万円

経常損失 1百万円

当期純損失 0百万円
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② 企業結合日 

平成25年４月１日 

③ 企業結合の法的形式 

当社を存続会社、株式会社グルメぴあネットワークを消滅会社とする吸収合併方式 

④ 結合後企業の名称 

ジョルダン株式会社 

⑤ その他取引の概要に関する事項 

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

合併しております。 

  

(2) 実施した会計処理の概要 

「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しております。 

  

(１株当たり情報) 

  

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

項目 (自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度

１株当たり純資産額 645円70銭 692円22銭 

１株当たり当期純利益 30円70銭 50円53銭 
 

項目
前連結会計年度

(平成24年９月30日)
当連結会計年度

(平成25年９月30日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 3,477,471 3,677,568 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額から控
除する金額 (千円) 

107,157 64,457 

 うち少数株主持分 (千円) 107,157 64,457 

普通株式に係る純資産額 (千円) 3,370,313 3,613,111 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数 (千株) 

5,219 5,219 
 

項目 (自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25年９月30日) 

当連結会計年度

連結損益計算書上の当期純利益 (千円) 159,399 263,727 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 159,399 263,727 

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ― 

普通株式の期中平均株式数 (千株) 5,191 5,219 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注)  「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載することとしております。当期にお

いては期末残高がないため、記載しておりません。  

  

【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

当連結会計年度における四半期情報等 

  

  

  

区分
当期首残高 
(千円)

当期末残高 
(千円)

平均利率 
(％)

返済期限

短期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 113,394 ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

157,723 ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く) 

― ― ― ―

その他有利子負債 ― ― ─ ─

合計 271,117 ― ― ―
 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) 1,216,044 2,280,956 3,247,028 4,311,694 

税金等調整前四半期
(当期)純利益金額 

(千円) 42,567 166,849 245,367 350,947 

四半期(当期)純利益
金額又は四半期 
純損失金額（△） 

(千円) △26,274 36,345 222,378 263,727 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 
又は１株当たり四半 
期純損失金額（△） 

(円) △5.03 6.96 42.60 50.53 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益金額又は 
１株当たり四半期純
損失金額（△） 

(円) △5.03 12.00 35.64 7.92 
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