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1.  平成25年8月期第1四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成24年11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 ％

25年8月期第1四半期 425 △17.7 0 △83.6 △34 ― △33 ―

24年8月期第1四半期 516 ― 4 ― 6 ― 5 ―

（注）包括利益 25年8月期第1四半期 △33百万円 （―％） 24年8月期第1四半期 5百万円 （―％）

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

25年8月期第1四半期 △118.99 ―

24年8月期第1四半期 19.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年8月期第1四半期 863 262 30.4

24年8月期 936 295 31.6

（参考） 自己資本   25年8月期第1四半期  262百万円 24年8月期  295百万円

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

24年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年8月期 ―

25年8月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日） 

 

（％表示は、通期は対前期、四半期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  

 

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) 1,000 △10.4 20 △57.9 20 △59.9 20 △58.3 72.10

通期 2,000 △1.2 100 28.0 100 167.9 100 163.3 360.50



(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います。 

※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Ｐ３「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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社フォンツ・ジュエリー

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） 25年8月期1Q 162,473 株 24年8月期 162,473 株

② 期末自己株式数 25年8月期1Q 501 株 24年8月期 501 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期1Q 161,972 株 24年8月期1Q 161,972 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及び配当金総額は以

下のとおりであります。 

A種優先株式 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 期末 年間 

Ａ種優先株式 

24年８月期 

円 

― 

円 

0.00 

円 

― 

円 

0.00 

円 

0.00 

25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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要は底堅く推移している一方、欧州債

務問題や中国経済鈍化を主要因とする世界経済の減速、長引くデフレ円高の影響を受けて景況悪化に転

じ、先行き不透明な状況が深刻化しております。 

当社グループは昨年「新中期経営計画QOL2015」を策定し、更なる事業領域の拡大を図るとともに、

経営管理機能強化、事業会社に対する投資実行・継続・撤退判断の明確化、「事業と選択の集中」を徹

底し、不採算事業の整理・合理化と収益事業への経営資源の集中を進めております。その一環として平

成24年９月18日付けで連結子会社でありました株式会社フォンツ・ジュエリーを譲渡しております。ま

た、取引先の事業廃止、営業所閉鎖、商標権等の譲渡により売上は厳しい状況で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は425百万円（前年同期比17.7％減）、営業利益０百万円

（前年同期比83.6％減）、経常損失34百万円（前年同期は経常利益６百万円）、四半期純損失33百万円

（前年同期は四半期純利益５百万円）となりました。 

  

報告セグメント別は次のとおりであります。 

（ディストリビューション事業）  

インディーズ市場における音楽CD・DVD及び音楽配信サービスの売上は厳しい状況が続いており、当

社グループがサポートするアーティストも一部を除き厳しい状態が続いており、結果、売上高は369百

万円（前年同期比14.5％減）、となりました。  

利益面につきましては、上記売上高減少の影響により、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23百万円（前年同期は営業損失45百万円）、となりました。 

（ソリューション事業） 

取引先の事業廃止や営業所閉鎖に伴うライセンス使用料等の減少、広告事業、イベント企画等の収入

減の影響により、売上高は55百万円（前年同期比34.0％減）となりました。 

利益面につきましては、上記売上高の減少に伴い、営業利益24百万円（前年同期比50.4％減）となり

ました。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

(資産) 

 当第１四半期累計期間末における資産合計は863百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円減

少となりました。これは主に商標権の譲渡41百万円の減少によるものであります。 

(負債)  

 当第１四半期累計期間末における負債合計は601百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減

少となりました。これは主に支払手形及び買掛金48百万円の減少によるものであります。 

(純資産)  

 当第１四半期連結累計期間末における純資産合計は前連結会計年度末から33百万円減少し262百万円

となりました。これは主に利益剰余金33百万円の減少によるものであります。  

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
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平成25年８月期の業績予想につきましては、現時点において平成24年10月18日公表の業績予想から変

更しておりません。 

また、平成25年１月９日開催の取締役会決議に基づき、事業の一部撤退を決議しており、撤退による

業績に与える影響につきましては判明次第、速やかにお知らせいたします。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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当社は、連結子会社でありました株式会社フォンツ・ジュエリーを平成24年９月18日付で、保有株式

の全部を譲渡したことにより、子会社でなくなったため、連結の範囲から除外しております。 

  

 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24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 398,097 432,586 

受取手形及び売掛金 398,793 349,569 

商品及び製品 38,231 22,957 

短期貸付金 48,000 － 

その他 21,715 34,772 

貸倒引当金 △17,018 △20,307 

流動資産合計 887,819 819,577 

固定資産   

有形固定資産 6,574 6,450 

無形固定資産 41,198 168 

投資その他の資産   

固定化営業債権 243,056 241,800 

その他 62,655 134,702 

貸倒引当金 △305,184 △338,872 

投資その他の資産合計 527 37,630 

固定資産合計 48,300 44,249 

資産合計 936,120 863,827 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 520,340 471,516 

1年内返済予定の長期借入金 9,996 9,996 

未払費用 37,030 38,044 

未払法人税等 1,759 432 

返品調整引当金 6,485 4,900 

その他 32,559 42,101 

流動負債合計 608,172 566,991 

固定負債   

長期借入金 17,505 15,006 

退職給付引当金 14,824 13,410 

その他 － 6,021 

固定負債合計 32,329 34,437 

負債合計 640,501 601,428 
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(単位：千円)

前連結会計年度 

(平成24年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 98,000 98,000 

資本剰余金 326,952 326,952 

利益剰余金 8,495 △24,512 

自己株式 △138,041 △138,041 

株主資本合計 295,406 262,398 

少数株主持分 212 － 

純資産合計 295,618 262,398 

負債純資産合計 936,120 863,827 
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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23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

売上高 516,321 425,085 

売上原価 403,257 323,222 

売上総利益 113,064 101,862 

返品調整引当金戻入額 2,304 1,585 

差引売上総利益 115,368 103,448 

販売費及び一般管理費 110,782 102,696 

営業利益 4,586 751 

営業外収益   

受取利息 95 68 

商標権売却益 563 － 

償却債権取立益 － 253 

その他 765 87 

営業外収益合計 1,424 409 

営業外費用   

支払利息 － 65 

貸倒引当金繰入額 － 36,000 

営業外費用合計 － 36,065 

経常利益又は経常損失（△） 6,011 △34,903 

特別利益   

子会社株式売却益 － 2,328 

特別利益合計 － 2,328 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）

6,011 △32,575 

法人税、住民税及び事業税 555 432 

法人税等合計 555 432 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

5,456 △33,007 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,456 △33,007 
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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23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

5,456 △33,007 

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 5,456 △33,007 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,456 △33,007 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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  （事業の一部撤退に関する件） 

当社は、平成25年１月９日開催の取締役会において、当社グループの報告セグメントにおいて区分され

ております、ソリューション事業から、事業の一部撤退について決議しております。 

  

  １．事業の一部撤退の理由 

当社は、当社グループの報告セグメントにおいて区分されております、ソリューション事業において、

商標権等を所有しビジネス展開しておりました固定資産を平成24年11月30日付け「固定資産の譲渡に関す

るお知らせ」で開示いたしましたように、ブランド戦略の見直しの一環として、現在当社が所有する“ク

リスタルボール”ブランドの取扱いについて検討した結果、当社グループ内におけるシナジーがあまり見

込めないことなどから、本商標権を譲渡しております。 

また、同じくソリューション事業に区分されております事業において、取引先の事業廃止、営業所閉鎖

等に伴い、システム、データ入力業務、広告事業、イベント企画事業、WEBページ運営事業等など、ソリ

ューション事業において売上計上しておりました事業についても、一部撤退することとなりました。 

当社グループといたしましては、前述の理由により売上の減少が予想されるソリューション事業に配置

していた人員の抜本的な見直しを行い、経営資源の選択と集中を検討した結果、今後の新たな事業に経営

資源を集中させることが重要と判断し、事業の一部からの撤退を決議いたしました。 

  

  ２．一部事業廃止の概要 

   ①撤退する事業の内容 

    ・商標権、意匠権等に関する事業 

    ・ライセンス使用料、データ入力業務等 

    ・広告事業、イベント企画事業、WEBページ運営事業等 

  

   ②経営成績 

 

 ※（割合％）につきましては、平成24年８月期（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日）の連結 

   売上高及び売上総利益を基準としております。 

  

   ③ソリューション事業に属する従業員及び資産等について 

・一部事業の撤退に伴い発生する余剰人員については、他事業部門への配置転換を前提とし、人員の

適正化を実施。  

   ・保有している機材及び設備等につきましては、順次売却予定。 

  

   ３．日程 

   ①取締役会決議 ： 平成25年１月９日 

   ②事業廃止期日 ： 平成25年１月31日（予定） 

（６）重要な後発事象

商標権、意匠権等に

関する事業

ライセンス使用料、

データ入力等業務

広告事業、イベント

企画事業、WEBペー

ジ運営事業等

（参考）

合計（割合％）※

売上高 40,541千円 158,700千円 97,275千円 296,517千円（14.7％）

売上総利益 28,247千円 141,159千円 59,186千円 228,592千円（44.1％）

　㈱フォンツ・ホールディングス（3350）平成25年８月期第１四半期 決算短信 
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