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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（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 ％

26年３月期第２四半期 4,152 27.1 2,081 37.2 2,085 36.5 1,228 32.9

25年３月期第２四半期 3,268 9.9 1,517 3.8 1,527 3.4 924 8.6

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,235百万円( 36.2％) 25年３月期第２四半期 907百万円( 7.9％)

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

26年３月期第２四半期 92.18 92.11

25年３月期第２四半期 69.38 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 11,100 9,202 82.9

25年３月期 10,564 8,364 79.2

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 9,201百万円 25年３月期 8,363百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 25.00 ― 30.00 55.00

26年３月期 ― 30.00

26年３月期(予想) ― 30.00 60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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

通期 7,850 8.8 3,700 8.7 3,700 7.7 2,240 8.0 168.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

hidaka
MAロゴ

hidaka
FASFロゴ



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 13,329,600株 25年３月期 13,329,600株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 6株 25年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 13,329,596株 25年３月期２Ｑ 13,329,600株

※ 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四半期レビュー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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短信（添付資料）３ペ
ージ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の連結経営成績は、下記のとおり、売上

高、営業利益、経常利益及び四半期純利益、すべての項目において当初の業績予想並びに前年同期実績を大幅に上

回り、第２四半期連結累計期間（半期）における過去最高益となりました。

当第２四半期連結累計期間を通じて終始堅調な案件成約状況となっており、１件当たりのフィーレベルが高水準に推

移したことが業績拡大に寄与いたしました。

加えて、案件受託状況も終始好調を維持しており、豊富な受託残を擁しての半期折り返しとなりました。

他方、当第２四半期連結累計期間においては、案件の受託・成約の推進と同時に、当社のコア・コンピタンスたる案

件情報開発力の基盤である全国情報ネットワークの拡充にも注力いたしました。

理事会員会計事務所（地域Ｍ＆Ａセンター）の拠点数は当第２四半期連結累計期間において375拠点（平成25年３月31

日現在）から516拠点（平成25年９月30日現在）に、会計人のみならず中小企業診断士、司法書士等の方々をも対象とし

た情報会員の登録者数については、1,440名（平成25年３月31日現在）から1,695名（平成25年９月30日現在）に増加い

たしました。

当社グループでは案件の受託・成約の推進と情報ネットワークの拡充の双方に注力することで、今後ともより多くの

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期
連結累計期間の
当初業績予想

当第２四半期
連結累計期間の

実績

前第２四半期
連結累計期間の

実績

業績予想
達成率

前年
同期比

売上高 3,500百万円 4,152百万円 3,268百万円 118.6% ＋27.1%

営業利益 1,600百万円 2,081百万円 1,517百万円 130.1% ＋37.2%

経常利益 1,600百万円 2,085百万円 1,527百万円 130.3% ＋36.5%

四半期純利益 960百万円 1,228百万円 924百万円 128.0% ＋32.9%
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中堅中小企業の経営者の方々にＭ＆Ａによる企業の存続と発展のためのソリューションを提供すべく、引続き積極的な

営業を展開いたします。

なお、平成26年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的状況については、平成26年３月期第１四半期決

算短信（平成25年７月30日開示）をご参照ください。

純資産合計は、9,202百万円となり、前連結会計年度末に比べて10.0％の増加となりました。

① 資産の部

流動資産は、9,460百万円となりました。これは、現金及び預金が785百万円増加し、有価証券が199百万円減少

したことなどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて6.3％の増加となりました。

固定資産は、1,639百万円となりました。これは、建物が24百万円増加し、投資有価証券が20百万円減少したこ

となどによります。この結果、前連結会計年度末に比べて1.6％の減少となりました。

これらにより、資産合計は、11,100百万円となり前連結会計年度末に比べて5.1％の増加となりました。

② 負債の部

流動負債は、1,493百万円となりました。これは、前受金が209百万円、未払費用が106百万円減少したことなど

によります。この結果、前連結会計年度末に比べて17.9％の減少となりました。

固定負債は、404百万円となりました。これは、役員退職慰労引当金が16百万円増加したことなどによります。

この結果、前連結会計年度末に比べて6.4％の増加となりました。

これらにより、負債合計は、1,898百万円となり前連結会計年度末に比べて13.7％の減少となりました。

③ 純資産の部

純資産合計は、9,202百万円となりました。これは、主として利益剰余金が、四半期純利益による増加額1,228

百万円及び配当金の支払による減少額399百万円などにより、830百万円増加したことなどによります。この結果、

前連結会計年度末に比べて10.0％の増加となりました。

平成25年４月30日発表の通期の業績予想に変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示し

てまいります。

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。

２．サマリー情報(注記事項)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
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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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,333,034 7,118,582

売掛金 415,382 418,862

有価証券 2,001,245 1,801,273

前払費用 31,345 30,149

繰延税金資産 105,788 85,305

その他 11,145 6,110

流動資産合計 8,897,942 9,460,283

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 28,712 53,595

その他（純額） 68,204 49,991

有形固定資産合計 96,917 103,587

無形固定資産 21,356 33,058

投資その他の資産

投資有価証券 1,020,498 999,958

繰延税金資産 127,992 124,549

長期預金 100,000 100,000

その他 299,343 278,771

投資その他の資産合計 1,547,834 1,503,279

固定資産合計 1,666,108 1,639,924

資産合計 10,564,050 11,100,208

負債の部

流動負債

買掛金 82,452 78,156

短期借入金 100,000 100,000

未払費用 273,437 166,935

未払法人税等 799,199 839,484

前受金 210,270 888

預り金 29,855 13,504

賞与引当金 42,305 46,600

役員賞与引当金 71,656 41,700

その他 209,620 205,914

流動負債合計 1,818,797 1,493,183

固定負債

退職給付引当金 38,901 46,767

役員退職慰労引当金 341,504 358,150

固定負債合計 380,405 404,918

負債合計 2,199,202 1,898,102
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,075,487 1,075,487

資本剰余金 853,644 853,644

利益剰余金 6,385,014 7,215,347

自己株式 － △31

株主資本合計 8,314,146 9,144,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,717 56,703

その他の包括利益累計額合計 49,717 56,703

新株予約権 983 955

純資産合計 8,364,848 9,202,106

負債純資産合計 10,564,050 11,100,208
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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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,268,260 4,152,335

売上原価 1,162,336 1,301,133

売上総利益 2,105,924 2,851,202

販売費及び一般管理費 588,480 769,328

営業利益 1,517,443 2,081,874

営業外収益

受取利息 5,139 2,637

受取配当金 2,021 2,196

持分法による投資利益 8,401 201

その他 843 320

営業外収益合計 16,406 5,356

営業外費用

支払利息 541 486

投資事業組合運用損 6,011 1,682

営業外費用合計 6,552 2,169

経常利益 1,527,296 2,085,061

特別損失

投資有価証券売却損 － 21,481

投資有価証券償還損 4,240 －

特別損失合計 4,240 21,481

税金等調整前四半期純利益 1,523,056 2,063,579

法人税、住民税及び事業税 582,921 826,196

法人税等調整額 15,290 8,605

法人税等合計 598,211 834,802

少数株主損益調整前四半期純利益 924,845 1,228,777

四半期純利益 924,845 1,228,777
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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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 924,845 1,228,777

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,309 27,712

持分法適用会社に対する持分相当額 988 △20,726

その他の包括利益合計 △17,320 6,985

四半期包括利益 907,525 1,235,763

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 907,525 1,235,763
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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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４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

税金等調整前四半期純利益 1,523,056 2,063,579

減価償却費 18,591 18,669

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,954 4,295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,000 △29,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,036 7,866

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,351 16,646

受取利息及び受取配当金 △7,160 △4,833

支払利息 541 486

投資有価証券償還損益（△は益） 4,240 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 21,481

持分法による投資損益（△は益） △8,401 △201

売上債権の増減額（△は増加） 138,321 △3,480

前払費用の増減額（△は増加） 3,652 1,191

仕入債務の増減額（△は減少） 48,517 △4,296

未払費用の増減額（△は減少） △84,958 △106,502

前受金の増減額（△は減少） △3,022 △209,382

預り金の増減額（△は減少） △8,965 △16,350

その他 △18,193 23,365

小計 1,607,561 1,782,578

利息及び配当金の受取額 7,889 7,158

利息の支払額 △555 △482

法人税等の支払額 △698,766 △786,032

営業活動によるキャッシュ・フロー 916,129 1,003,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加） △100,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △5,377 △20,643

無形固定資産の取得による支出 － △16,398

投資有価証券の取得による支出 △75,250 △34,000

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 39,550

出資金の分配による収入 6,280 13,407

定期預金の預入による支出 △504,575 △401,913

定期預金の払戻による収入 404,147 301,666

その他 319 356

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,455 82,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △31

配当金の支払額 △333,240 △399,888

財務活動によるキャッシュ・フロー △333,240 △399,919
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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４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 508,433 685,327

現金及び現金同等物の期首残高 3,781,517 6,132,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,289,951 6,817,941
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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