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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第24期

第１四半期連結
累計期間

第25期
第１四半期連結
累計期間

第24期

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
３月31日

自平成25年
１月１日
至平成25年
３月31日

自平成24年
１月１日
至平成24年
12月31日

売上高（千円） 5,274,7426,337,20323,353,208

経常利益（千円） 287,685 683,1772,057,755

四半期（当期）純利益（千円） 199,272 467,3851,167,747

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
207,943 516,7531,151,587

純資産額（千円） 11,134,08611,797,67411,766,249

総資産額（千円） 14,003,49215,199,25414,830,189

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
438.77 1,042.522,588.05

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 78.8 76.7 78.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
46,824 793,629 727,815

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△396,801△156,510△1,157,590

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△562,224△455,682△919,675

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
4,621,8304,366,4314,184,672

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は6,337百万円（前年同期比20.1％増）、営業利益は581百万

円（同151.9％増）、経常利益は683百万円（同137.5％増）、四半期純利益は467百万円（同134.5％増）となりまし

た。

当第１四半期連結累計期間におきましては、前期からの好調な受注を背景に、当社及びほとんどのグループ各社

の売上高が増加し、損益も改善したことにより、前年同期と比較して連結売上高及び連結営業利益などの損益は大

幅に増加いたしました。

各セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高又は振替高を

調整前の金額で記載しております。

ＩＴコンサルティング事業は、昨年中に受注した業務改革を伴うＩＴシステムの刷新・統合に関する大規模プロ

ジェクトや金融・製造業の中規模プロジェクトが順調に推移いたしました。また、金融クラウド（SKYBANK）のサー

ビス提供をスタートしたほか、大企業向けグローバルＥＲＰ案件などこれまで取り組んできた新たな戦略分野も着

実に進展しております。一方で、品質向上が課題となっていた一部プロジェクトについては再点検を行い、追加のコ

ストを計上しました。

海外ビジネスについては、シンガポール子会社が四半期の赤字が縮小したほか、タイ子会社も昨年のプロモー

ション活動が結実し、売上高が増加しました。その結果、売上高は4,259百万円（前年同期比32.1％増）、営業利益は

511百万円（同92.0％増）となりました。

パッケージ＆サービス事業は、株式会社アセンディアは前年同期と比較して外注費率が若干増加したものの引き

続き堅調に推移しました。また、ＦｕｔｕｒｅＯｎｅ株式会社は、昨年からのプロジェクト管理強化の施策が奏功

し、プロジェクトの採算が改善しました。その結果、売上高は1,060百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は44百

万円（前年同期は32百万円の損失）となりました。

企業活性化事業は、食品スーパーを営む株式会社魚栄商店において、自動発注システムやＥＤＩシステムなどの

ＩＴの利活用の継続や物流の効率化により粗利率が前年同期よりも上昇した一方、広告の効率化などにより販売管

理費が減少しました。その結果、売上高は1,127百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は23百万円（同38.4％増）

となりました。

    

(2) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は15,199百万円となり、前連結会計年度末に比べ369百万円増加いたしま

した。その主な要因は、増収や売掛金の回収等により現金及び預金が増加（前連結会計年度末比＋179百万円）した

こと、クラウドサービス用ソフトウェアの開発等によりソフトウェアが増加（前連結会計年度末比＋122百万円）

したこと等によるものであります。

また、負債は3,401百万円となり、前連結会計年度末に比べ337百万円増加いたしました。その主な要因は、商品仕

入の増加により買掛金が増加（前連結会計年度末比＋180百万円）したことや、その他流動負債が増加（前連結会

計年度末比＋459百万円）したこと等によるものであります。

なお、純資産は11,797百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加いたしました。その主な要因は、自己

株式の取得（前連結会計年度末比△147百万円）があったものの、利益剰余金の増加（前連結会計年度末比＋129百

万円）、その他有価証券評価差額金の増加（前連結会計年度末比＋55百万円）があったこと等によるものでありま

す。
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(3) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を718百万円計上したことや売上債権の減少

額170百万円、仕入債務の増加額179百万円等により、793百万円の収入（前年同期は46百万円の収入）となりまし

た。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出75百万円や無形固定資産の取得による支

出138百万円等により、156百万円の支出（前年同期は396百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出148百万円や配当金の支払306百万円等によ

り、455百万円の支出（前年同期は562百万円の支出）となりました。

これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、4,366百万

円となりました。  

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間における研究開発費は10百万円であります。なお、当第１四半期連結累計期間におい

て、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,893,760

計 1,893,760

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 476,640 476,640東京証券取引所市場第一部 （注）１

計 476,640 476,640 － －

（注）１．当社は単元株制度を採用しておりません。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成25年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年１月１日～ 

平成25年３月31日 
－ 476,640 － 1,421,815 － 2,495,772

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

　 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式

（自己株式等）
－ － －

議決権制限株式

（その他）
－ － －

完全議決権株式

（自己株式等）
普通株式　 　 26,408 － －

完全議決権株式

（その他）
普通株式　 　450,232 450,114 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 476,640 － －

総株主の議決権 － 450,114 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が118株含まれております。

なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数118個を含めておりませ

ん。

 

②【自己株式等】

　 平成25年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

フューチャーアー

キテクト株式会社

東京都品川区

大崎１-２-２
26,408 － 26,408 5.54

計 － 26,408 － 26,408 5.54

（注）当第１四半期会計期間の末日現在の自己株式数は30,408株であります。   

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年１月１日から平成

25年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,156,343 4,335,807

受取手形及び売掛金 3,523,351 3,365,813

有価証券 30,129 30,624

商品及び製品 134,677 138,437

仕掛品 33,597 41,181

繰延税金資産 153,662 153,272

未収入金 ※
 1,358,569

※
 1,350,109

その他 387,026 472,489

貸倒引当金 △6,034 △5,342

流動資産合計 9,771,322 9,882,392

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,110,805 3,196,255

減価償却累計額 △2,740,590 △2,766,213

建物及び構築物（純額） 370,214 430,042

土地 122,868 122,868

その他 1,840,525 1,872,640

減価償却累計額 △1,448,329 △1,474,799

その他（純額） 392,195 397,841

有形固定資産合計 885,279 950,752

無形固定資産

のれん 195,332 178,197

ソフトウエア 836,883 959,366

その他 21,817 21,681

無形固定資産合計 1,054,032 1,159,244

投資その他の資産

投資有価証券 1,907,516 2,023,826

敷金及び保証金 1,035,870 1,036,541

繰延税金資産 172,157 141,573

その他 61,063 59,685

貸倒引当金 △57,052 △54,761

投資その他の資産合計 3,119,554 3,206,865

固定資産合計 5,058,866 5,316,862

資産合計 14,830,189 15,199,254
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 739,873 920,397

短期借入金 30,283 30,112

未払金 516,697 433,689

未払法人税等 535,959 252,592

賞与引当金 116,997 103,213

品質保証引当金 11,275 11,032

プロジェクト損失引当金 13,500 52,600

事務所移転費用引当金 35,342 21,313

その他 747,736 1,207,418

流動負債合計 2,747,663 3,032,369

固定負債

資産除去債務 304,006 356,989

その他 12,269 12,220

固定負債合計 316,276 369,210

負債合計 3,063,940 3,401,579

純資産の部

株主資本

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,495,772 2,495,772

利益剰余金 9,151,020 9,280,731

自己株式 △1,393,328 △1,540,983

株主資本合計 11,675,279 11,657,336

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 612 56,094

為替換算調整勘定 △30,532 △49,396

その他の包括利益累計額合計 △29,920 6,698

少数株主持分 120,890 133,639

純資産合計 11,766,249 11,797,674

負債純資産合計 14,830,189 15,199,254
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

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

売上高 5,274,742 6,337,203

売上原価 3,470,495 4,160,551

売上総利益 1,804,246 2,176,652

販売費及び一般管理費

役員報酬 64,719 74,265

給料及び賞与 869,898 779,676

研修費 6,451 9,579

研究開発費 2,434 10,376

減価償却費 26,425 24,170

採用費 42,910 63,166

その他 560,605 634,069

販売費及び一般管理費合計 1,573,445 1,595,305

営業利益 230,801 581,347

営業外収益

受取利息 1,386 747

受取配当金 876 987

持分法による投資利益 24,846 45,237

為替差益 26,126 48,766

その他 5,668 7,210

営業外収益合計 58,904 102,950

営業外費用

支払利息 220 101

自己株式取得費用 1,647 1,005

その他 152 12

営業外費用合計 2,021 1,119

経常利益 287,685 683,177

特別利益

投資有価証券売却益 － 35,573

負ののれん発生益 75,209 －

特別利益合計 75,209 35,573

特別損失

固定資産除却損 － 490

投資有価証券評価損 1,275 －

訴訟関連費用 44,000 －

その他 1,655 －

特別損失合計 46,931 490
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（単位：千円）

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

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

税金等調整前四半期純利益 315,963 718,260

法人税等 112,411 240,678

少数株主損益調整前四半期純利益 203,551 477,582

少数株主利益 4,279 10,196

四半期純利益 199,272 467,385

少数株主利益 4,279 10,196

少数株主損益調整前四半期純利益 203,551 477,582

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,273 55,335

為替換算調整勘定 18 △21,975

持分法適用会社に対する持分相当額 99 5,810

その他の包括利益合計 4,391 39,171

四半期包括利益 207,943 516,753

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 202,922 504,003

少数株主に係る四半期包括利益 5,020 12,749
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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１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１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 315,963 718,260

減価償却費 52,557 81,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,062 △2,983

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,268 △15,592

品質保証引当金の増減額（△は減少） △12,869 △243

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） △4,200 39,100

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － △14,261

受取利息及び受取配当金 △2,263 △1,735

支払利息 220 101

持分法による投資損益（△は益） △24,846 △45,237

負ののれん発生益 △75,209 －

固定資産除却損 － 490

投資有価証券売却損益（△は益） － △35,573

投資有価証券評価損益（△は益） 1,275 －

訴訟関連費用 44,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 309,080 170,601

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,041 △11,343

仕入債務の増減額（△は減少） △3,813 179,929

その他 43,944 238,267

小計 615,468 1,300,826

利息及び配当金の受取額 2,098 2,135

利息の支払額 △303 △101

法人税等の支払額 △570,439 △509,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,824 793,629

EDINET提出書類

フューチャーアーキテクト株式会社(E05033)

四半期報告書

13/21



（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１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

有価証券の取得による支出 △201,196 －

有形固定資産の取得による支出 △17,858 △75,933

無形固定資産の取得による支出 △139,516 △138,805

投資有価証券の売却による収入 － 57,240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△64,435 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,408 △211

敷金及び保証金の回収による収入 21,622 －

事業譲受による収入 8,240 －

その他 750 1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,801 △156,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,441 △182

長期借入金の返済による支出 △16,000 －

自己株式の取得による支出 △223,307 △148,660

配当金の支払額 △320,476 △306,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △562,224 △455,682

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,720 322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △904,480 181,759

現金及び現金同等物の期首残高 5,526,311 4,184,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,621,830

※
 4,366,431
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(1) 連結の範囲の変更

　株式会社ＡＢＭは、当第１四半期連結会計期間において、当社との合併により消滅会社となったため、連結の範囲

から除外しております。

(2) 変更後の連結子会社の数　

14社

 

【会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）　

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取

得した有形固定資産について、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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　訴訟関連

前連結会計年度（平成24年12月31日）

当社は、平成21年11月30日付で日東電工株式会社に対して請負代金等に関する請求訴訟（請求額1,462百

万円）を東京地方裁判所に提起いたしました。

　これは、同社との間で締結した契約に基づく成果物を平成21年９月４日をもって納品いたしましたが、同社

は当該成果物の受領及び請負代金等の支払いを拒否しているため、訴訟を提起いたしたものです。

　

当第１四半期連結会計期間（平成25年３月31日）

当社は、平成21年11月30日付で日東電工株式会社に対して請負代金等に関する請求訴訟（請求額1,462百

万円）を東京地方裁判所に提起いたしました。

　これは、同社との間で締結した契約に基づく成果物を平成21年９月４日をもって納品いたしましたが、同社

は当該成果物の受領及び請負代金等の支払いを拒否しているため、訴訟を提起いたしたものです。

　

（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記載されている科目の金額との関係

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

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

現金及び預金 4,271,890千円 4,335,807千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,000 －

有価証券 399,940 30,624

現金及び現金同等物 4,621,830 4,366,431

 

（株主資本等関係）

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

配当に関する事項

配当金支払額 

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３月22日

定時株主総会
普通株式 342,474 750平成23年12月31日平成24年３月23日利益剰余金

　

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

配当に関する事項

配当金支払額 

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３月26日

定時株主総会
普通株式 337,674 750平成24年12月31日平成25年３月27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】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年１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　

（単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
財務諸表
計上額
（注３）

ＩＴコンサ
ルティング
事業

パッケー
ジ＆サー
ビス事業

企業活性
化事業

計

売上高         

(1)外部顧客への売

上高
3,214,216856,6861,152,2465,223,14951,5925,274,742－ 5,274,742

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

9,026119,720 324 129,071 － 129,071△129,071 －

計 3,223,243976,4071,152,5705,352,22151,5925,403,814△129,0715,274,742

セグメント利益

又は損失(△)
266,266△32,23616,697250,726△27,546223,1807,621230,801

(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、インターネット関連事業、出版事

業、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。

(注２)　セグメント利益又は損失(△)の調整額7,621千円は、セグメント間取引の消去の額であります。

(注３)　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表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　

（固定資産に係る減損損失）

該当事項はありません。　

　

（のれんの金額の重要な変動）

「ＩＴコンサルティング事業」セグメントにおいて、株式の取得に伴い、ライフサイエンス コンピュー

ティング株式会社及び同社子会社を連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、

当第１四半期連結累計期間においては117,730千円であります。

　

（重要な負ののれん発生益）

「その他」セグメントにおいて、当社の連結子会社である東京カレンダー株式会社が、株式会社ＡＣＣ

ＥＳＳのメディアサービス事業を会社分割により承継いたしました。なお、当該事象による負ののれん発

生益の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては75,209千円であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年１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　

（単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

四半期連結
財務諸表
計上額
（注３）

ＩＴコンサ
ルティング
事業

パッケー
ジ＆サー
ビス事業

企業活性
化事業

計

売上高         

(1)外部顧客への売

上高
4,247,980871,4971,126,8766,246,35490,8496,337,203－ 6,337,203

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高

11,522189,315 819 201,657332 201,990△201,990 －

計 4,259,5021,060,8121,127,6966,448,01291,1826,539,194△201,9906,337,203

セグメント利益

又は損失(△)
511,29544,02523,107578,428△4,273574,1547,192581,347

(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、インターネット関連事業、出版事

業、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。

(注２)　セグメント利益又は損失(△)の調整額7,192千円は、セグメント間取引の消去の額であります。

(注３)　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。　
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（企業結合等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成25年１月１日　至平成25年３月31日)　

(共通支配下の取引等)

１．取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　　ＩＴコンサルティング事業

事業の内容　　管理会計パッケージの開発・販売・コンサルティング

（2）企業結合日

平成25年１月１日

（3）企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社、株式会社ＡＢＭを吸収合併消滅会社とする吸収合併

（4）結合後企業の名称

フューチャーアーキテクト株式会社

（5）その他取引の概要に関する事項

当社の金融クラウドにおいて、クラウドサービスでの提供だけではなく、株式会社ＡＢＭがこれまで提供してま

いりましたABCパッケージソフトウェアを当社のサービスラインアップに加えることにより、金融機関向けサービ

スの一層の充実を図るとともに、経営資源を集約することを目的としております。

　

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）

　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。

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

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

１株当たり四半期純利益金額 438円77銭 1,042円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 199,272 467,385

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） 199,272 467,385

普通株式の期中平均株式数（株） 454,158 448,321

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

（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、希薄化効果を有している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。 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成25年５月14日

フューチャーアーキテクト株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原科　博文　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 林　一樹　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山村　竜平　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフューチャーアー

キテクト株式会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年

１月１日から平成25年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フューチャーアーキテクト株式会社及び連結子会社の平成25年３月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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