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1.  平成24年9月期第1四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

(注)潜在株式調整後1株当たり四半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) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年9月期第1四半期 1,235 3.4 204 7.4 206 6.9 97 26.6
23年9月期第1四半期 1,194 9.1 190 20.3 192 20.4 77 △8.6

（注）包括利益 24年9月期第1四半期 104百万円 （36.3％） 23年9月期第1四半期 76百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年9月期第1四半期 18.86 ―
23年9月期第1四半期 14.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 4,305 3,399 76.3
23年9月期 4,381 3,361 74.2
（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  3,286百万円 23年9月期  3,250百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年9月期 ―
24年9月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
1株当たり当期純利益につきましては、当第1四半期における自己株式取得に伴う期中平均株式数の変動を反映した修正を行っております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,350 △0.7 320 △1.3 325 △1.8 165 10.1 31.85
通期 4,800 1.3 650 1.1 655 0.5 340 7.3 65.73



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸
表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、今後の経済情勢、市場動向に関わるリスク 
や不確定要因等により変動する可能性があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年9月期1Q 5,255,000 株 23年9月期 5,255,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期1Q 90,403 株 23年9月期 48,703 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 5,195,898 株 23年9月期1Q 5,206,389 株
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 当第１四半期連結累計期間（平成23年10月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大
震災の影響もあり、雇用情勢は依然として厳しく、企業収益の減少傾向が見られるなかで、一部に持ち直
しの動きが見られたものの、海外の経済環境に留意する必要があり先行きは不透明な状況となっておりま
す。 
 情報通信業界におきましては、企業のソフトウェア投資はおおむね横ばいとなっており、情報サービス
業の売上高は前年同四半期（平成22年10月１日～平成22年12月31日）と比べ増加傾向にあります。このよ
うな中、スマートフォンの急速な普及や次世代高速無線通信サービスの充実等、メディアの融合に向けた
動きが加速してまいりました。携帯電話・スマートフォンにつきましても、当第１四半期連結累計期間末
（平成23年12月末）にはインターネット接続の契約数が1億件を超える等、インターネット端末として広
く浸透しております。 
 当社グループにおきましても、インターネットでの更なる事業展開の基盤を確立してまいりました。モ
バイル向けに提供いたしております「乗換案内NEXT」及び無料版「乗換案内」並びにスマートフォン向け
アプリケーション「乗換案内Plus」、無料版「乗換案内」の検索回数は平成23年12月には月間約１億
5,000万回となっており、多くの方々に広くご利用いただいております。 
 このような環境の中で、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は1,235,729千円
（前年同四半期比3.4％増）、営業利益は204,284千円（前年同四半期比7.4％増）、経常利益は206,228千
円（前年同四半期比6.9％増）、四半期純利益は97,977千円（前年同四半期比26.6％増）という経営成績
となりました。 
 売上高につきましては、主として、乗換案内事業セグメントにおける売上高が1,003,707千円（前年同
四半期比2.8％増）とやや増加したことに加え、マルチメディア事業セグメントにおける売上高が200,336
千円（前年同四半期比5.4％増）と増加したことにより、前年同四半期と比べ増加いたしました。これに
より、営業利益、経常利益につきましても、前年同四半期と比べ増加いたしております。四半期純利益に
つきましては、前年同四半期に計上していた投資有価証券評価損がなくなったこと等の影響で、前年同四
半期と比べ大きく増加いたしております。 
  
セグメント別の業績は、次のとおりであります。 
  

（乗換案内事業） 
 乗換案内事業は全体として、売上高・営業利益ともに前年同四半期と比べやや増加いたしました。 
 携帯電話向けの事業につきましては、モバイル向け有料サービスである「乗換案内NEXT」とスマート
フォン向け有料版アプリケーション「乗換案内Plus」を合わせた会員数は、当第１四半期連結累計期間
末には約55万人となっております。NTTドコモのスマートフォン向けポータルサイト「dメニュー」に対
応する等会員獲得に努めておりますが、全体として売上高は減少しております。 
 「乗換案内」の法人向け製品の売上高につきましては、前年同四半期と比べ増加しております。これ
は主に、ASPサービスの「ジョルダンクラウド」の売上増加に加え、他社サービス向けや従来の製品の
売上が伸びていることによるものであります。 
 旅行関連事業に関しましては、パソコン向けインターネット版「乗換案内」、並びにモバイル向け
「乗換案内NEXT」及び無料版「乗換案内」の利用者等に対して、旅行商品の販売を実施しております。
全体として売上高は前年同四半期と比べ増加しております。 
 以上の結果、乗換案内事業全体としては売上高1,003,707千円（前年同四半期比2.8％増）、営業
利益322,198千円（前年同四半期比2.1％増）となりました。 
  

（マルチメディア事業） 
 マルチメディア事業では、出版につきましては、当第１四半期連結累計期間において新たに『忠臣蔵
四十七士の報復』『新宿アンデッド』を刊行しているほか、隔月で総合オピニオン誌『表現者』を発行
しております。 
 またモバイル向けには、株式会社エキスプレス・コンテンツバンクでは「アクセスBOOKS」「つかえ
るえもじ」「ゲーム★スター」等を提供しております。 
それらの結果、全体として売上高はやや増加しております。また、当第１四半期連結累計期間におい

ては利益の獲得には至っておらず営業損失が発生しておりますが、前年同四半期と比べて損失幅はやや
縮小しております。 
 以上の結果、売上高200,336千円（前年同四半期比5.4％増）、営業損失41,450千円（前年同四半期は
43,506千円の損失）となりました。 
  

（その他） 
 ソフトウェア開発の受注及び売上が増加した影響で、前年同四半期と比べた売上高はやや増加してお
ります。損益につきましては、前年同四半期においては営業損失が発生しておりましたが、当四半期に
おいては営業利益を確保しております。 
 以上の結果、売上高44,119千円（前年同四半期比15.0％増）、営業利益5,597千円（前年同四半期は
6,680千円の損失）となりました。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 なお、上記のセグメント別の売上高は、セグメント間の内部売上高を相殺しておりません。また、営業
利益は、配賦不能営業費用及び内部取引による営業費用の控除前の数値であり、合計は連結営業利益と一
致しておりません。 

  

 当第１四半期連結累計期間末における財政状態は、前連結会計年度末（平成23年９月末）と比較します
と、資産は75,241千円減の4,305,807千円、負債は113,152千円減の906,029千円、純資産は37,910千円増
の3,399,778千円となりました。 
 資産は、流動資産につきましては、206,062千円増の3,308,925千円となりました。これは、現金及び預
金が281,345千円増の2,270,970千円となったこと等の影響が、受取手形及び売掛金が52,348千円減の
872,954千円となったこと等の影響を上回ったことによるものであります。現金及び預金が増加している
のは主に、前連結会計年度末において長期預金であった定期預金が当四半期末においては満期日までが１
年以内になったことにより現金及び預金となっていることによるものであります。 
 固定資産につきましては、281,304千円減の996,881千円となりました。これは、有形固定資産が21,136
千円減の202,565千円、無形固定資産が7,988千円増の287,789千円、投資その他の資産が268,156千円減の
506,526千円となったことによるものであります。有形固定資産が減少しているのは、主に償却が進んで
いることに加え、本社移転の決定に伴い建物附属設備の一部について除却損を計上していることによるも
のであります。無形固定資産が増加しているのは、ソフトウエアが16,923千円増の205,871千円となった
ことの影響が、のれんが8,934千円減の80,410千円となったことの影響を上回ったことによるものであり
ます。ソフトウエアが増加しているのは、主に自社開発の市場販売目的のソフトウエアの取得によるもの
であります。投資その他の資産が減少しているのは、主に前連結会計年度末にあった長期預金300,192千
円がなくなったこと等の影響が敷金及び保証金が28,789千円増の227,105千円となったこと等の影響を上
回ったことによるものであります。 
 負債は、流動負債につきましては、105,732千円減の819,869千円となりました。これは、未払法人税等
が56,468千円減の89,790千円、その他に含まれる未払金が51,390千円減の37千円となったこと等によるも
のであります。未払法人税等が減少しているのは、主に法人税等の支払によるものであります。その他に
含まれる未払金が減少しているのは、主に前連結会計年度末において未払いとなっていたサーバー等の工
具、器具及び備品の購入代金の支払いによるものであります。 
 固定負債につきましては、7,420千円減の86,160千円となりました。これは、長期借入金が7,420千円減
の75,760千円となったことによるものであります。長期借入金が減少しているのは、主に返済が進んでい
ることによるものであります。 
 純資産は、株主資本につきましては、35,991千円増の3,286,063千円となりました。これは、四半期純
利益97,977千円が、剰余金の配当41,650千円を上回った影響で、利益剰余金が56,326千円増の2,768,728
千円となったことによるものであります。 
 少数株主持分につきましては、1,918千円増の113,714千円となりました。これは主に、少数株主利益の
発生による増加の影響が、一部の連結子会社において自己株式を取得したことによる減少の影響を上回っ
たことによるものであります。 

  

業績予想に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

 資産、負債、純資産の状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用し
ております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,989,624 2,270,970

受取手形及び売掛金 925,302 872,954

商品及び製品 6,303 10,537

仕掛品 28,996 36,177

原材料及び貯蔵品 403 314

繰延税金資産 80,965 65,981

その他 92,192 71,634

貸倒引当金 △20,926 △19,645

流動資産合計 3,102,863 3,308,925

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 53,313 46,000

機械装置及び運搬具（純額） 1,734 1,574

工具、器具及び備品（純額） 118,253 104,590

土地 50,400 50,400

有形固定資産合計 223,701 202,565

無形固定資産

のれん 89,344 80,410

ソフトウエア 188,948 205,871

その他 1,508 1,508

無形固定資産合計 279,801 287,789

投資その他の資産

投資有価証券 220,875 223,776

敷金及び保証金 198,315 227,105

長期滞留債権 4,760 4,640

長期預金 300,192 －

繰延税金資産 38,897 40,500

その他 16,226 14,973

貸倒引当金 △4,584 △4,470

投資その他の資産合計 774,682 506,526

固定資産合計 1,278,186 996,881

資産合計 4,381,049 4,305,807
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 302,945 297,826

1年内返済予定の長期借入金 45,865 43,366

未払費用 111,322 119,114

未払法人税等 146,259 89,790

未払消費税等 9,323 22,845

賞与引当金 52,570 26,562

役員賞与引当金 8,300 2,001

返品調整引当金 3,283 2,768

ポイント引当金 25,480 25,730

その他 220,252 189,865

流動負債合計 925,601 819,869

固定負債

長期借入金 83,180 75,760

その他 10,400 10,400

固定負債合計 93,580 86,160

負債合計 1,019,181 906,029

純資産の部

株主資本

資本金 277,375 277,375

資本剰余金 284,375 284,375

利益剰余金 2,712,401 2,768,728

自己株式 △24,079 △44,415

株主資本合計 3,250,072 3,286,063

少数株主持分 111,795 113,714

純資産合計 3,361,867 3,399,778

負債純資産合計 4,381,049 4,305,807
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 1,194,879 1,235,729

売上原価 527,352 587,211

売上総利益 667,526 648,517

返品調整引当金戻入額 4,823 3,283

返品調整引当金繰入額 4,240 2,768

差引売上総利益 668,109 649,032

販売費及び一般管理費 477,822 444,747

営業利益 190,287 204,284

営業外収益

受取利息 25 6

受取配当金 52 65

受取事務手数料 － 285

為替差益 － 240

雑収入 3,328 1,741

営業外収益合計 3,406 2,339

営業外費用

支払利息 347 282

為替差損 426 －

雑損失 18 114

営業外費用合計 792 396

経常利益 192,900 206,228

特別利益

負ののれん発生益 － 1,550

特別利益合計 － 1,550

特別損失

固定資産除却損 4,062 5,621

子会社株式売却損 306 －

子会社株式評価損 15,000 －

関連会社株式評価損 － 4,102

投資有価証券評価損 27,113 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,424 －

特別損失合計 47,905 9,723

税金等調整前四半期純利益 144,994 198,055

法人税等合計 68,357 93,608

少数株主損益調整前四半期純利益 76,637 104,446

少数株主利益又は少数株主損失（△） △772 6,469

四半期純利益 77,409 97,977
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 76,637 104,446

四半期包括利益 76,637 104,446

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 77,409 97,977

少数株主に係る四半期包括利益 △772 6,469
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12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△75,154千円には、のれん償却額△11,697千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△63,456千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１四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成23年12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△82,060千円には、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△73,126千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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 975,823 190,056 1,165,879 28,999 ─ 1,194,879

セグメント間の内部
売上高又は振替高

82 ─ 82 9,380 △9,463 ─

計 975,906 190,056 1,165,962 38,379 △9,463 1,194,879

セグメント利益 
又は損失(△)

315,628 △43,506 272,122 △6,680 △75,154 190,287

(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 1,003,666 200,336 1,204,003 31,726 ― 1,235,729

セグメント間の内部
売上高又は振替高

40 ― 40 12,393 △12,433 ―

計 1,003,707 200,336 1,204,043 44,119 △12,433 1,235,729

セグメント利益 
又は損失(△)

322,198 △41,450 280,747 5,597 △82,060 204,284
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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１四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。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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