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1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29日） 

（注） 平成23年８月期第２四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成23年８月期第２四半期の数値及び平成24年８月期第２四 
    半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(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8月期第2四半期 1,115 ― 47 ― 49 ― 47 ―
23年8月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 48百万円 （―％） 23年8月期第2四半期 ―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8月期第2四半期 172.86 ―
23年8月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第2四半期 1,084 308 28.2
23年8月期 1,289 257 20.0
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  305百万円 23年8月期  257百万円

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8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年8月期 ― 0.00
24年8月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31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  ：  有   

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 2,200 △4.0 100 △48.9 100 △48.6 100 △46.0 360.50



(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）  ：  有  

(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きの対象外であり、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きを実施しております。 

※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、 
添付資料Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 2社 （社名）
株式会社フォンツ・コアファンクション 
株式会社フォンツ・ジュエリー

、 除外 ―社 （社名）

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8月期2Q 277,894 株 23年8月期 277,894 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 501 株 23年8月期 501 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 277,393 株 23年8月期2Q 277,393 株



（参考） 

 

種類株式の配当の状況 

 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

A種優先株式 
１株当たり配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

23年８月期 
円 

― 

円 

0.00 

円 

― 

円 

0.00 

円 

0.00 

24年８月期 

（予想） 
― 0.00 ― 0.00 0.00 

（注）当社は A種優先株式を平成 22年 12月１日に発行しております。 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞から緩やかに持ち

直す傾向が見られたものの、欧州政府債務危機等による海外景気下振れの懸念もあり、引き続き厳しい

状況で推移しました。 

 このような情勢のもと当社は、平成24年１月31日付けで「中期経営計画QOL2015（Quality of 

life/Living at 2015）」を策定するとともに、当第２四半期連結累計期間において新たに新設子会社

２社の設立を行い、従来からの主力事業のシナジーを活かしつつ、更なる事業領域の拡大を図っており

ます。 

当第２四半期連結累計期間につきましては、連結子会社でありますダイキサウンド株式会社の支援す

るアーティストが好調に推移し、また、新設子会社２社の売上が寄与した結果、連結売上高1,115百万

円、営業利益47百万円、経常利益49百万円、四半期純利益47百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

（ディストリビューション事業）  

当社連結子会社ダイキサウンド株式会社が支援するアーティストの売上が好調に推移し、また、新設子

会社となりました株式会社フォンツ・ジュエリーの事業もスタートし、売上に寄与した結果、売上高は

935百万円となりました。 

利益面につきましては、上記売上高が好調に推移したものの、出版事業及び新設子会社の先行経費等も

あり、販売費及び一般管理費をカバーするには至らず、営業損失49百万円となりました 

（ソリューション事業） 

商標権等を活用したライツビジネスが順調に推移した他、イベント企画・制作及びデータ入力受託等も

概ね順調に推移し、また新設子会社となりました株式会社フォンツ・コアファンクションの売上が若干寄

与したことなどから売上高179百万円となりました。 

利益面につきましては、上記売上高が順調に推移し、営業利益96百万円となりました。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は1,084百万円となり、前事業年度末に比べ205百万円

減少となりました。これは主に現金及び預金118百万円の増加に対し、受取手形及び売掛金308百万円の

減少によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は776百万円となり、前事業年度末に比べ256百万円減

少となりました。これは主に支払手形及び買掛金200百万円の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第四半期連結会計期間末における純資産合計は前事業年度末から50百万円増加となりました。 

これは主に四半期純利益によるものであります。 

  

詳細につきましたは、本日別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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イ）当社は、平成23年11月30日付けで子会社の異動（新設）を行っております。 

 詳細は以下のとおりであります。  

①商   号：株式会社フォンツ・コアファンクション 

②代 表 者：大田原 博亮 

③設立年月日：平成23年11月30日 

④資 本 金： 990万円 

⑤事業の内容：イ）事業再生・再構築に関する経営コンサルティング業務 

       ロ）企業内で不足している人材・専門家の紹介業務当 

       ハ）社外リソースとの連携を推進するM&A等アライアンス支援業務 

⑥大株主及び持株比率：当社100％ 

  

ロ）当社は、平成23年12月７日付けで子会社の異動（新設）を行っております。 

  詳細は以下のとおりであります。  

 ①商   号：株式会社フォンツ・ジュエリー 

 ②代 表 者：小宮 久 

 ③設立年月日：平成23年12月７日 

 ④資 本 金：５百万円 

 ⑤事業の内容：イ）宝石の研磨、宝飾品、貴金属製品等の企画、デザイン、加工製造 

        ロ）宝石、宝飾品、貴金属製品等の卸、小売販売 

        ハ）宝石、宝飾品、貴金属製品等の売買の仲介 

        ニ）宝石、宝飾品、貴金属製品等の輸出入 

⑥大株主及び持株比率：当社51％、小宮久49％ 

  

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(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
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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８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 267,162 385,204 

受取手形及び売掛金 821,996 513,968 

商品及び製品 47,253 99,234 

仕掛品 7,849 － 

その他 81,219 41,465 

貸倒引当金 △17,033 △14,536 

流動資産合計 1,208,447 1,025,337 

固定資産   

無形固定資産 70,335 60,766 

投資その他の資産   

固定化営業債権 313,778 305,006 

その他 38,311 25,648 

貸倒引当金 △340,952 △330,655 

投資その他の資産合計 11,137 － 

固定資産合計 81,473 60,766 

資産合計 1,289,921 1,086,103 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 884,938 684,175 

未払費用 42,859 34,583 

未払法人税等 5,344 1,215 

返品調整引当金 9,237 6,511 

その他 76,086 34,487 

流動負債合計 1,018,467 760,974 

固定負債   

退職給付引当金 13,015 15,049 

その他 1,014 － 

固定負債合計 14,029 15,049 

負債合計 1,032,496 776,024 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,991,337 98,000 

資本剰余金 1,593,704 326,952 

利益剰余金 △3,189,575 20,202 

自己株式 △138,041 △138,041 

株主資本合計 257,424 307,113 

少数株主持分 － 2,966 

純資産合計 257,424 310,079 

負債純資産合計 1,289,921 1,086,103 
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 1,115,777 

売上原価 850,908 

売上総利益 264,869 

返品調整引当金戻入額 2,706 

差引売上総利益 267,576 

販売費及び一般管理費 220,059 

営業利益 47,516 

営業外収益  

受取利息 131 

商標権売却益 1,126 

その他 1,056 

営業外収益合計 2,314 

経常利益 49,831 

税金等調整前四半期純利益 49,831 

法人税、住民税及び事業税 1,363 

法人税等合計 1,363 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,468 

少数株主利益 516 

四半期純利益 47,951 
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,468 

その他の包括利益  

その他の包括利益合計 － 

四半期包括利益 48,468 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 47,951 

少数株主に係る四半期包括利益 516 
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年10月25日開催の取締役会において、資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰

余金処分について定時株主総会に付議することを決議し、本件は、平成23年11月29日開催の定時株主総

会で承認されております。 

なお、平成23年12月２日に効力は発生しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が1,893,337千円、資本準備金が135,574千円を

減少し、資本金98,000千円、資本準備金98,000千円となっております。 

また、利益剰余金の欠損填補を行い、その他資本剰余金3,389,041千円のうち3,160,089千円を減少

し、その他資本剰余金は228,952千円となっております。 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

㈱フォンツ・ホールディングス（3350）平成24年８月期第２四半期決算短信

7


