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1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年6月30日） 

 

(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 ％

26年9月期第3四半期 11,231 13.2 832 138.5 893 126.2 521 211.6
25年9月期第3四半期 9,925 △7.7 348 △60.4 394 △56.3 167 △57.9

（注）包括利益 26年9月期第3四半期 571百万円 （100.5％） 25年9月期第3四半期 284百万円 （△25.4％）

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9月期第3四半期 230.27 220.11
25年9月期第3四半期 74.58 73.59

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第3四半期 13,078 9,553 73.0
25年9月期 12,157 9,069 74.6
（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 9,548百万円 25年9月期 9,063百万円

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

25年9月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00
26年9月期 ― 0.00 ―
26年9月期（予想） 70.00 70.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 16,746 18.0 1,405 43.6 1,438 38.3 736 40.9 328.42



(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四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「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。 

※ 注記事項

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） 26年9月期3Q 2,285,100 株 25年9月期 2,243,600 株
② 期末自己株式数 26年9月期3Q 314 株 25年9月期 278 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期3Q 2,263,902 株 25年9月期3Q 2,243,322 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、緩やかな回復基調にあるなか、３月末にかけて消

費税率引き上げに伴う駆け込み需要が強まりを見せました。一方、４月以降はその反動により、弱い動

きへと変化しております。 

先行きについては、当面、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により弱さが残るものの、次

第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩やかに回復していくものと考えられます。

ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっております。 

このような経済環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は、11,231百万円(前年同期比1,305

百万円増、同13.2％増)、営業利益は832百万円(前年同期比483百万円増、同138.5％増)、経常利益は

893百万円(前年同期比498百万円増、同126.2％増)、四半期純利益は521百万円(前年同期比353百万円

増、同211.6％増)となりました。 

これをセグメント別に見ますと、次のとおりであります。 

  

(マーケティング事業)  

インターナル・マーケティングは、自動車関連分野における国内外での商品教育案件の増加、同分

野における業務支援システム案件の増加などにより、売上高は1,854百万円(前年同期比782百万円

増、同72.9％増)となりました。 

エクスターナル・マーケティングは、自動車関連分野におけるブランドイメージ向上支援案件の増

加があったものの、医療関連分野及び電子機器関連分野における販売促進案件の減少などがあり、売

上高は873百万円(前年同期比44百万円減、同4.8％減)となりました。 

カスタマーサポート・マーケティングは、自動車関連分野において、国内の修理書案件で一部減少

があったものの、海外での使用説明書・修理書案件の増加があり、売上高は5,848百万円(前年同期比

414百万円増、同7.6％増)となりました。 

トータルプリンティングは、自動車関連分野における印刷案件の増加があり、売上高は1,207百万

円(前年同期比72百万円増、同6.4％増)となりました。 

その他については、コンビニエンスストア店舗閉鎖に伴う減少があり、売上高は289百万円(前年同

期比67百万円減、同19.0％減)となりました。 

これらの結果、マーケティング事業の売上高は10,074百万円(前年同期比1,157百万円増、同13.0％

増)、営業利益は948百万円(前年同期比449百万円増、同90.3％増)となりました。 

  

(システム開発事業) 

ソフトウエア受託開発を主力とするシステム開発事業は、主要なお取引先からの受注案件の増加が

あり、売上高は1,157百万円(前年同期比148百万円増、同14.7％増)となりました。営業利益は16百万

円(前年同期は営業損失15百万円)となりました。 

  

  

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
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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より921百万円増加し、13,078百万

円(前連結会計年度末比7.6％増)となりました。これは主として、受取手形及び売掛金の減少が488百

万円あったものの、現金及び預金の増加1,137百万円、たな卸資産の増加366百万円によるものであり

ます。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より436百万円増加し、3,524百万円

(前連結会計年度末比14.1％増)となりました。これは主として、賞与引当金の減少が213百万円あっ

たものの、流動負債のその他の増加535百万円、支払手形及び買掛金の増加139百万円によるものであ

ります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末より484百万円増加し、9,553百万

円(前連結会計年度末比5.3％増)となりました。これは主として、利益剰余金の増加364百万円による

ものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、平成25年11月８日付の「平成25年９月期決算短信」にて発表しました

業績予想の変更はありません。 

  

(２)財政状態に関する説明

①資産の部

②負債の部

③純資産の部

(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 3,589,704 4,727,649

受取手形及び売掛金 2,430,094 1,942,082

たな卸資産 846,962 1,213,515

その他 364,722 480,012

貸倒引当金 △2,578 △619

流動資産合計 7,228,906 8,362,641

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 485,059 464,848

機械装置及び運搬具（純額） 335,293 296,275

土地 1,790,655 1,790,655

その他（純額） 87,431 120,610

有形固定資産合計 2,698,441 2,672,390

無形固定資産   

のれん 778,732 641,309

その他 342,248 295,588

無形固定資産合計 1,120,981 936,897

投資その他の資産   

その他 1,119,238 1,107,378

貸倒引当金 △10,533 △1,273

投資その他の資産合計 1,108,704 1,106,104

固定資産合計 4,928,127 4,715,393

資産合計 12,157,033 13,078,034

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 853,857 993,782

未払法人税等 204,806 202,080

賞与引当金 463,502 249,566

役員賞与引当金 84,120 66,369

その他 376,319 911,764

流動負債合計 1,982,605 2,423,563

固定負債   

退職給付引当金 814,715 822,568

役員退職慰労引当金 289,741 260,066

その他 706 17,884

固定負債合計 1,105,163 1,100,520

負債合計 3,087,769 3,524,083
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,770 565,045

資本剰余金 443,430 478,705

利益剰余金 7,949,420 8,313,687

自己株式 △488 △574

株主資本合計 8,922,132 9,356,863

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,210 80,008

為替換算調整勘定 68,648 111,559

その他の包括利益累計額合計 141,859 191,567

少数株主持分 5,271 5,520

純資産合計 9,069,263 9,553,951

負債純資産合計 12,157,033 13,078,034
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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 9,925,470 11,231,348

売上原価 7,082,127 7,785,139

売上総利益 2,843,342 3,446,209

販売費及び一般管理費 2,494,435 2,613,964

営業利益 348,906 832,244

営業外収益   

受取利息 1,387 2,480

受取配当金 1,839 3,789

受取保険金 8,923 22,475

作業くず売却益 11,299 12,357

為替差益 11,888 9,904

その他 11,377 13,229

営業外収益合計 46,716 64,236

営業外費用   

支払利息 298 2,092

固定資産除却損 364 740

その他 27 255

営業外費用合計 690 3,089

経常利益 394,933 893,391

特別利益   

固定資産売却益 3,723 2,087

特別利益合計 3,723 2,087

特別損失   

固定資産売却損 164 345

特別損失合計 164 345

税金等調整前四半期純利益 398,491 895,132

法人税、住民税及び事業税 308,679 436,755

法人税等調整額 △77,018 △62,965

法人税等合計 231,660 373,789

少数株主損益調整前四半期純利益 166,831 521,343

少数株主利益又は少数株主損失（△） △476 43

四半期純利益 167,307 521,300
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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 166,831 521,343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 41,060 6,797

為替換算調整勘定 76,963 43,115

その他の包括利益合計 118,023 49,913

四半期包括利益 284,855 571,256

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 284,444 571,008

少数株主に係る四半期包括利益 410 248
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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) 

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) 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  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 セグメント利益または損失の調整額△133,823千円には、セグメント間取引消去3,600千円、のれんの償却

額△137,423千円が含まれております。 

２ セグメント利益または損失は、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)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)

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,916,749 1,008,720 9,925,470 ─ 9,925,470

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

8,722 25,426 34,148 △34,148 ─

計 8,925,471 1,034,146 9,959,618 △34,148 9,925,470

セグメント利益または損失
(△)

498,391 △15,661 482,730 △133,823 348,906
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Ⅱ  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 セグメント利益の調整額△132,923千円には、セグメント間取引消去4,500千円、のれんの償却額△137,423

千円が含まれております。 

２ セグメント利益は、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。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 10,074,089 1,157,259 11,231,348 ─ 11,231,348

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

8,741 61,813 70,554 △70,554 ─

計 10,082,830 1,219,072 11,301,903 △70,554 11,231,348

セグメント利益 948,219 16,948 965,168 △132,923 832,244
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