
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25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,452,043 2,631,564

受取手形及び売掛金 558,619 660,092

商品及び製品 3,044 849

仕掛品 16,133 3,866

原材料及び貯蔵品 693 1,157

繰延税金資産 103,736 54,713

その他 384,485 293,925

貸倒引当金 △10,232 △13,812

流動資産合計 3,508,523 3,632,357

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,260 68,633

機械装置及び運搬具（純額） 2,218 1,782

工具、器具及び備品（純額） 91,254 74,937

土地 82,829 84,544

有形固定資産合計 247,563 229,897

無形固定資産   

のれん 17,632 15,673

ソフトウエア 272,414 241,345

その他 2,498 2,498

無形固定資産合計 292,545 259,516

投資その他の資産   

投資有価証券 310,906 356,012

敷金及び保証金 210,561 212,297

長期貸付金 － 5,940

長期滞留債権 3,500 3,460

長期預金 4,800 －

繰延税金資産 13,096 10,417

その他 7,922 5,974

貸倒引当金 △3,333 △9,235

投資その他の資産合計 547,453 584,866

固定資産合計 1,087,561 1,074,280

資産合計 4,596,085 4,706,638
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 205,512 214,417

未払費用 74,234 74,991

未払法人税等 7,121 112,788

未払消費税等 10,619 23,277

前受金 445,575 351,909

賞与引当金 93,300 50,474

役員賞与引当金 7,250 4,020

返品調整引当金 1,421 1,247

ポイント引当金 4,691 4,440

受注損失引当金 713 －

その他 58,425 20,565

流動負債合計 908,864 858,130

固定負債   

ポイント引当金 3,752 3,553

その他 5,900 5,900

固定負債合計 9,652 9,453

負債合計 918,516 867,583

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 3,052,121 3,236,033

自己株式 △17,410 △17,410

株主資本合計 3,599,376 3,783,288

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,046 938

為替換算調整勘定 18,780 25,677

その他の包括利益累計額合計 13,734 26,615

少数株主持分 64,457 29,150

純資産合計 3,677,568 3,839,054

負債純資産合計 4,596,085 4,706,638
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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 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 2,280,956 2,137,330

売上原価 1,090,606 1,091,232

売上総利益 1,190,350 1,046,098

返品調整引当金戻入額 1,470 1,421

返品調整引当金繰入額 1,449 1,247

差引売上総利益 1,190,371 1,046,272

販売費及び一般管理費 ※  939,524 ※  709,071

営業利益 250,847 337,200

営業外収益   

受取利息 567 317

受取配当金 1,185 700

持分法による投資利益 － 23,730

為替差益 4,544 1,009

助成金収入 2,300 －

雑収入 1,520 4,528

営業外収益合計 10,117 30,285

営業外費用   

支払利息 1,117 －

持分法による投資損失 538 －

貸倒引当金繰入額 － 5,940

雑損失 119 0

営業外費用合計 1,775 5,940

経常利益 259,189 361,546

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 276 －

負ののれん発生益 － 28,384

特別利益合計 23,652 28,384

特別損失   

固定資産除却損 1,163 －

子会社株式評価損 － 2,638

のれん償却額 114,829 －

特別損失合計 115,992 2,638

税金等調整前四半期純利益 166,849 387,293

法人税等合計 127,034 159,046

少数株主損益調整前四半期純利益 39,815 228,246

少数株主利益 3,469 2,577

四半期純利益 36,345 225,668
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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 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 39,815 228,246

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,039 5,618

為替換算調整勘定 16,166 6,896

持分法適用会社に対する持分相当額 － 365

その他の包括利益合計 20,206 12,881

四半期包括利益 60,021 241,127

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 56,458 238,549

少数株主に係る四半期包括利益 3,563 2,577
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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 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26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 166,849 387,293

減価償却費 97,486 100,839

のれん償却額 123,763 1,959

持分法による投資損益（△は益） 538 △23,730

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,851 9,482

返品調整引当金の増減額（△は減少） △21 △174

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,862 △450

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,234 △42,826

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,050 △3,230

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 △1,752 △1,017

支払利息 1,117 －

売上債権の増減額（△は増加） △17,089 △101,473

前受金の増減額（△は減少） △37,831 △93,665

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,504 13,998

仕入債務の増減額（△は減少） 24,297 12,860

前渡金の増減額（△は増加） 8,340 8,174

未払費用の増減額（△は減少） 28,630 753

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,981 10,518

投資有価証券売却損益（△は益） △276 －

子会社株式評価損 － 2,638

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 － △28,384

その他 28,731 △3,796

小計 328,650 249,056

利息及び配当金の受取額 1,752 1,017

利息の支払額 △1,117 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △220,185 76,148

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,100 326,223
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(単位：千円)

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 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26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 △17,595 △17,702

定期預金の払戻による収入 612,459 27,003

有形固定資産の取得による支出 △52,977 △41,804

無形固定資産の取得による支出 △54,520 △50,471

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 △57,120 －

投資有価証券の売却による収入 1,520 －

関係会社株式の取得による支出 － △9,000

子会社株式の取得による支出 △38,416 △8,712

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 △60,000 △20,000

短期貸付金の回収による収入 5,413 12,370

長期貸付けによる支出 － △5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △7,412 △5,000

敷金及び保証金の回収による収入 13,204 22,134

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,160 △96,181

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △107,007 －

配当金の支払額 △41,025 △41,281

子会社の自己株式の取得による支出 － △9,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,032 △50,781

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,430 4,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,658 184,022

現金及び現金同等物の期首残高 2,127,810 2,417,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,205,468 ※  2,601,110
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  保証債務 

関係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。 

  

  

(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。 

  

  

 
前連結会計年度 

(平成25年９月30日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年３月31日)

株式会社エキスプレス・ 
コンテンツバンク 

15,250千円 6,910千円
 

  (自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成26年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

役員報酬 48,889千円 36,477千円

給料手当 244,664千円 245,447千円

賞与引当金繰入額 18,986千円 31,131千円

役員賞与引当金繰入額 2,150千円 4,020千円

通信費 27,687千円 15,768千円

広告宣伝費 266,907千円 82,771千円

減価償却費 18,614千円 24,963千円

地代家賃 29,324千円 27,032千円

貸倒引当金繰入額 4,165千円 5,209千円

支払手数料 101,323千円 82,040千円

のれん償却額 8,934千円 1,959千円
 

  (自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成26年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 2,235,321千円 2,631,564千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金 

△29,853千円 △30,454千円

現金及び現金同等物 2,205,468千円 2,601,110千円
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(株主資本等関係) 

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) 

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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26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。 

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
 

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25年12月20日 
定時株主総会 

普通株式 41,756 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月24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。 

 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。 

  

(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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当第２四半期連結累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成26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△166,411千円には、のれん償却額△1,959千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△164,452千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。 

  
(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。 

  

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円) 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

調整額 
(注)２

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 2,035,793 19,861 2,055,655 81,675 ― 2,137,330 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

924 ― 924 19,323 △20,248 ― 

計 2,036,717 19,861 2,056,579 100,999 △20,248 2,137,330 

セグメント利益 
又は損失(△) 

528,212 △38,227 489,984 13,627 △166,411 337,200 
 

項目 (自  平成24年10月１日 
至  平成25年３月31日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成26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 6円96銭 43円23銭 

(算定上の基礎)     

四半期純利益金額(千円) 36,345 225,668 

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) 36,345 225,668 

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,219 5,219 
 

２ 【その他】
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