
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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,452,043 2,892,615

受取手形及び売掛金 558,619 547,893

商品及び製品 3,044 865

仕掛品 16,133 9,745

原材料及び貯蔵品 693 922

前渡金 219,653 533,987

繰延税金資産 103,736 65,207

その他 164,831 99,935

貸倒引当金 △10,232 △13,413

流動資産合計 3,508,523 4,137,759

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,260 66,602

機械装置及び運搬具（純額） 2,218 4,494

工具、器具及び備品（純額） 91,254 100,314

土地 82,829 84,027

有形固定資産合計 247,563 255,438

無形固定資産   

のれん 17,632 14,694

ソフトウエア 272,414 223,705

その他 2,498 6,490

無形固定資産合計 292,545 244,889

投資その他の資産   

投資有価証券 310,906 362,226

敷金及び保証金 210,561 213,062

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 3,552

その他 7,922 5,002

貸倒引当金 △3,333 △9,235

投資その他の資産合計 547,453 584,008

固定資産合計 1,087,561 1,084,337

資産合計 4,596,085 5,222,097
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 205,512 189,617

未払費用 74,234 60,402

未払法人税等 7,121 133,816

未払消費税等 10,619 34,658

前受金 445,575 776,600

賞与引当金 93,300 75,311

役員賞与引当金 7,250 6,030

返品調整引当金 1,421 767

ポイント引当金 4,691 4,347

受注損失引当金 713 －

その他 58,425 58,655

流動負債合計 908,864 1,340,205

固定負債   

ポイント引当金 3,752 3,478

その他 5,900 5,900

固定負債合計 9,652 9,378

負債合計 918,516 1,349,583

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 3,285,594

自己株式 △17,410 △17,410

株主資本合計 3,599,376 3,832,849

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 10,274

為替換算調整勘定 18,780 23,466

その他の包括利益累計額合計 13,734 33,740

少数株主持分 64,457 5,923

純資産合計 3,677,568 3,872,513

負債純資産合計 4,596,085 5,222,097
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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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 3,247,028 3,131,534

売上原価 1,585,160 1,589,984

売上総利益 1,661,868 1,541,550

返品調整引当金戻入額 1,470 1,421

返品調整引当金繰入額 1,441 767

差引売上総利益 1,661,897 1,542,204

販売費及び一般管理費 1,317,195 1,090,438

営業利益 344,701 451,766

営業外収益   

受取利息 842 374

受取配当金 2,079 1,784

持分法による投資利益 － 13,160

為替差益 5,852 669

助成金収入 2,300 －

貸倒引当金戻入額 5,000 －

雑収入 1,842 5,702

営業外収益合計 17,915 21,691

営業外費用   

支払利息 1,117 －

持分法による投資損失 22,610 －

貸倒引当金繰入額 － 5,940

雑損失 119 317

営業外費用合計 23,847 6,257

経常利益 338,769 467,199

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 1,500

負ののれん発生益 － 28,384

特別利益合計 23,652 29,884

特別損失   

固定資産除却損 2,225 －

子会社株式評価損 － 2,638

のれん償却額 114,829 －

特別損失合計 117,055 2,638

税金等調整前四半期純利益 245,367 494,445

法人税等合計 20,501 218,582

少数株主損益調整前四半期純利益 224,866 275,863

少数株主利益 2,487 633

四半期純利益 222,378 275,230
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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24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 224,866 275,863

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,023 16,359

為替換算調整勘定 20,548 4,685

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,038

その他の包括利益合計 19,524 20,006

四半期包括利益 244,390 295,869

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 241,810 295,236

少数株主に係る四半期包括利益 2,580 633
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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。 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん

償却額は、次のとおりであります。 
  

  

(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四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３四半期連結会

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３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当第３四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３四半期連結会

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。 

 
前連結会計年度 

(平成25年９月30日)
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年６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 2,740千円
 

  (自  平成24年10月１日 
至  平成25年６月30日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成26年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間

減価償却費 147,869千円 151,483千円

のれん償却額 124,743千円 4,021千円
 

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３四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年６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 

(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△240,005千円には、のれん償却額△9,914千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△230,091千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３四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、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３四半期連結累計期間におけるのれんの増加額は、18,612千円でありま

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 2,901,749 234,741 3,136,490 110,537 ― 3,247,028 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

192 ― 192 28,996 △29,189 ― 

計 2,901,941 234,741 3,136,683 139,534 △29,189 3,247,028 

セグメント利益 
又は損失(△) 

706,379 △114,601 591,778 △7,071 △240,005 344,701 
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当第３四半期連結累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成26年６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 

(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△248,324千円には、のれん償却額△4,021千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△244,303千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 2,987,662 27,905 3,015,568 115,966 ― 3,131,534 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,671 ― 1,671 29,657 △31,328 ― 

計 2,989,333 27,905 3,017,239 145,624 △31,328 3,131,534 

セグメント利益 
又は損失(△) 

728,996 △50,770 678,225 21,864 △248,324 451,766 
 

項目 (自  平成24年10月１日 
至  平成25年６月30日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成26年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 42円60銭 52円73銭 

(算定上の基礎)     

四半期純利益金額(千円) 222,378 275,230 

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) 222,378 275,230 

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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