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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の金融・財政政策、経済対策を背景に円高是

正や株高が進み、輸出採算の向上と内需回復に伴う企業収益の改善や消費税増税を見込んだ駆け込み需

要で個人消費が増加したほか、設備投資にも持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復傾向を維持してお

ります。しかしながら、円安による輸入価格の上昇や新興国経済の不安感により、経済環境の先行きは

不透明な状況となっております。GDPの伸び率は、13年７月～９月に0.3％増となりました。消費者物価

指数（生鮮食品を除く）は、前年同月比0.9％～1.3％の間で推移し、緩やかな上昇基調で推移いたしま

した。 

 このような状況の下、当社グループではライフアメニティ事業、ソリューションサービス事業、文化

教育事業の３事業を展開しており、各事業の経営資源を 適配分・有効活用していくと同時に、取り扱

う商材や業務の見直しにより、収益力の強化に向けた経営基盤の構築を図ってまいりました。 

 なお、前連結会計年度より開始した、LED照明レンタルサービスの利用者獲得業務の業容拡大等に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の

「ブロードバンド事業」「ソリューションサービス事業」「文化教育事業」から、「ライフアメニティ

事業」「ソリューションサービス事業」「文化教育事業」に変更しております。 

  当第１四半期連結累計期間におきましては、ライフアメニティ事業において、LED照明レンタルサー

ビスの導入店舗・施設数が増加し、販売手数料収入が増加いたしました。一方で、当該業務の拡大に伴

う部門間の営業人員の異動により、インターネット接続サービス「Nexyz.BB」の新規会員獲得業務は規

模を縮小しての営業となりました。ソリューションサービス事業においては、国内の活況な株式市場を

受け、個人投資家の取引が増加したことで、金融商品仲介業務が好調に推移いたしました。また、新た

な電子雑誌「政経電論」の制作を受託いたしました。その他の業務につきましても、概ね堅調に推移い

たしました。文化教育事業においては、きものや帯の販売が好調で、呉服・和装小物の販売収入が増加

いたしました。授業料収入につきましても概ね堅調に推移いたしました。 

  

 これらの結果、売上高1,773百万円（前年同四半期比4.6％増）、営業損失64百万円（前年同四半期営

業損失120百万円）、経常損失56百万円（前年同四半期経常損失115百万円）となり、四半期純損失は91

百万円（前年同四半期純損失102百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明
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当第１四半期連結累計期間における報告セグメントの概況は次のとおりであります。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更してお

り、当第１四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後のセグメント区分に基づき記載しております。

  

[ライフアメニティ事業]  

 ライフアメニティ事業では、インターネット接続サービス「Nexyz.BB」の提供及びLED照明等各種環

境関連設備の販売・仲介並びに、DNA検査に基づく健康コンサルティング業務等を行っております。 

当第１四半期連結累計期間においては、LED照明レンタルサービスの導入店舗・施設数が増加し、販売

手数料収入が増加いたしました。DNA検査に基づく健康コンサルティング業務では、DNA検査プログラム

「DNA美容」の導入店舗数が堅調に推移したほか、提携するエステサロン等に対して商材説明会を開催

し、DNA検査の新規申込件数の増加を図ってまいりました。一方で、LED照明レンタルサービスの利用者

獲得業務の拡大に伴う部門間での営業人員の異動により、前年同四半期に比べ、インターネット接続サ

ービス「Nexyz.BB」の新規会員獲得業務は規模を縮小しての営業となりました。 

 これらの結果、ライフアメニティ事業は、売上高716百万円（前年同四半期比0.3％減）、セグメント

損失53百万円（前年同四半期セグメント損失36百万円）となりました。 

  

[ソリューションサービス事業] 

 ソリューションサービス事業では、企業や店舗等の個人事業者向けに様々な製品・サービスの販売促

進支援業務を行っております。当第１四半期連結累計期間においては、前連結会計年度より引き続き国

内の活況な株式市場を受け、個人投資家の取引が増加したことで、金融商品仲介業務が好調に推移いた

しました。また、平成25年11月に８誌目となる新たな電子雑誌「政経電論」の制作を受託し、更なる業

容拡大に努めてまいりました。既存の電子雑誌「旅色」「GOODA」の広告掲載数につきましても、好調

に推移しております。業務受託テレマーケティングにつきましても、幅広い業種業態のクライアント企

業から継続的に案件を受注することで、安定した業務受託収入が得られております。 

 これらの結果、ソリューションサービス事業は、売上高516百万円（前年同四半期比21.6％増）、セ

グメント利益76百万円（前年同四半期比262.5％増）となりました。 

  

[文化教育事業]  

 文化教育事業では、きもの着付け教室等の運営や、呉服・和装小物等の販売を行っております。当第

１四半期連結累計期間においては、きものや帯の販売が好調で、呉服・和装小物の販売収入が増加いた

しました。また、費用対効果を見定めた諸経費の見直しを図り、削減に努めたことで広告宣伝費や販売

促進費等が減少いたしました。前年同四半期に比べ、新規生徒の募集環境が厳しい状況下にあるもの

の、足元の生徒数は増加基調にあり、授業料収入につきましても概ね堅調に推移しております。一方

で、呉服・和装小物の販売収入の増加に伴い、商品の仕入れに関連する費用や値引き等の増加がありま

した。 

 これらの結果、文化教育事業は売上高610百万円（前年同四半期比0.4％増）、セグメント利益５百万

円（前年同四半期セグメント損失６百万円）となりました。 
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は9,008百万円となり、前連結会計年度末に比べて348百万円の

増加となりました。 

  

① 資産の状況 

（流動資産） 

 流動資産は5,586百万円となり、前連結会計年度末に比べて226百万円の増加となりました。これは主

に、未収入金が22百万円減少した一方で、現金及び預金が146百万円、受取手形及び売掛金が88百万円

それぞれ増加したことによるものであります。 

  

（固定資産）  

 固定資産は3,421百万円となり、前連結会計年度末に比べて122百万円の増加となりました。これは主

に、当社連結子会社である株式会社ブランジスタ株式の追加取得等により、のれんが76百万円増加した

ことに加え、敷金及び保証金が69百万円増加したことによるものであります。 

  

② 負債の状況 

（流動負債） 

 流動負債は2,468百万円となり、前連結会計年度末に比べて536百万円の増加となりました。これは主

に、未払法人税等が142百万円減少した一方で、短期借入金が600百万円、未払金が94百万円それぞれ増

加したことによるものであります。 

  

（固定負債） 

 固定負債は55百万円となり、前連結会計年度末に比べて４百万円の減少となりました。これは主に繰

延税金負債が３百万円減少したことによるものであります。 

  

③ 純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は6,484百万円となり、前連結会計年度末に比べて183百万

円の減少となりました。主な内訳は、四半期純損失の計上等により株主資本が152百万円減少したこと

に加え、少数株主持分が36百円減少したことによるものであります。 

  

 以上により流動比率は226.3％となり前連結会計年度末比51.0ポイント減少いたしました。株主資本

比率は38.7％となり前連結会計年度末比3.2ポイント減少いたしました。一方で、時価ベースの株主資

本比率は132.8％となり前連結会計年度末比73.5ポイント増加いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する説明
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平成26年９月期の業績予想につきましては、平成25年11月15日に公表いたしました「平成25年９月期

決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。なお、今後

の各事業の取り組み、業績予想については、以下のとおりであります。 

  

[ライフアメニティ事業] 

 ライフアメニティ事業では、インターネット接続サービス「Nexyz.BB」の提供及びLED照明等各種環

境関連設備の販売・仲介並びに、DNA検査に基づく健康コンサルティング業務等を行っております。 

 当第１四半期に、LED照明レンタルサービスの利用者獲得業務の営業人員を増員しており、増員に伴

う研修等により一時的な費用負担はあるものの、クライアント獲得による販売手数料収入の増加が見込

まれます。 

  

[ソリューションサービス事業] 

 ソリューションサービス事業では、企業や店舗等の個人事業者向けに様々な製品・サービスの販売促

進支援業務を行っております。テレマーケティングを活用した販売促進支援業務や、金融商品仲介業、

企業から委託を受けて発行する電子雑誌制作業務並びに新規広告クライアントの獲得業務を行っており

ます。 

 金融商品仲介業では、株式等の市況の活況により、売買手数料収入が増加する一方で、少額投資非課

税制度の開始に伴う販売促進費の増加が見込まれますが、販売促進支援業務における安定した案件の受

注などにより、引き続き堅調に推移すると見込まれます。 

  

[文化教育事業] 

 文化教育事業では、きもの着付け教室等の運営や、呉服・和装小物等の販売を行っております。 

 当第１四半期においては、呉服や和装小物の販売が計画を上回る一方で、商品の仕入れに関連する費

用や値引きが増加いたしましたが、成人式や卒業式における着付けによる手数料収入の増加や、呉服・

和装小物の販売会による収益の増加などにより、概ね予想通りに推移すると見込まれます。 

（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。 

  

  

記載すべき重要な事項はありません。 

  

  

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１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,866,803 3,013,565

受取手形及び売掛金 1,435,163 1,523,393

商品 101,751 102,487

未収入金 484,425 461,530

その他 523,407 543,554

貸倒引当金 △51,257 △57,706

流動資産合計 5,360,293 5,586,825

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） 213,791 218,102

その他（純額） 152,994 157,374

有形固定資産合計 366,785 375,476

無形固定資産   

のれん 114,783 191,278

その他 171,523 150,845

無形固定資産合計 286,306 342,123

投資その他の資産   

投資有価証券 1,876,309 1,866,758

敷金及び保証金 410,683 480,374

その他 439,850 442,604

貸倒引当金 △80,514 △85,652

投資その他の資産合計 2,646,328 2,704,084

固定資産合計 3,299,420 3,421,684

資産合計 8,659,713 9,008,509

負債の部   

流動負債   

買掛金 306,935 316,702

短期借入金 600,000 1,200,000

未払金 495,101 589,915

解約調整引当金 98,137 80,214

その他 432,525 282,019

流動負債合計 1,932,699 2,468,852

固定負債   

その他 59,654 55,342

固定負債合計 59,654 55,342

負債合計 1,992,353 2,524,195
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,189,156 1,189,156

資本剰余金 1,134,423 1,134,423

利益剰余金 1,667,375 1,510,043

自己株式 △340,246 △335,709

株主資本合計 3,650,710 3,497,915

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18,272 △12,218

その他の包括利益累計額合計 △18,272 △12,218

新株予約権 365 360

少数株主持分 3,034,556 2,998,256

純資産合計 6,667,359 6,484,314

負債純資産合計 8,659,713 9,008,509
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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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,695,244 1,773,844

売上原価 1,084,733 1,110,260

売上総利益 610,511 663,584

販売費及び一般管理費 731,310 727,765

営業損失（△） △120,799 △64,181

営業外収益   

受取配当金 1,921 －

受取手数料 378 2,788

持分法による投資利益 2,795 2,951

その他 1,135 2,398

営業外収益合計 6,230 8,139

営業外費用   

支払利息 775 447

その他 428 23

営業外費用合計 1,203 470

経常損失（△） △115,773 △56,512

特別損失   

固定資産除却損 9,734 18

事業所移転費用 － 10,271

減損損失 － 16,106

特別損失合計 9,734 26,396

税金等調整前四半期純損失（△） △125,507 △82,909

法人税、住民税及び事業税 9,808 11,016

法人税等調整額 － 14,348

法人税等合計 9,808 25,365

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △135,316 △108,274

少数株主損失（△） △32,759 △17,263

四半期純損失（△） △102,556 △91,011
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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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △135,316 △108,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,123 6,054

その他の包括利益合計 2,123 6,054

四半期包括利益 △133,192 △102,219

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,432 △84,956

少数株主に係る四半期包括利益 △32,759 △17,263
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成24年12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 

(注) １. セグメント利益の調整額△98,891千円には、セグメント間取引消去354千円、各報告セグメントに配分して

いない全社収益71,740千円、全社費用△169,145千円、各報告セグメントに配分していないのれん償却額△

1,841千円が含まれております。 

なお、全社収益は、主に連結子会社からの管理業務受託料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない持株会社運営に係る費用であります。 

     ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失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

ライフ 
アメニティ 

事業

ソリューション
サービス 
事業

文化教育
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 717,486 370,054 607,702 1,695,244 ― 1,695,244

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

1,343 54,736 185 56,264 △56,264 ―

計 718,829 424,791 607,887 1,751,509 △56,264 1,695,244

セグメント利益又は損失 △36,198 21,222 △6,931 △21,908 △98,891 △120,799
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成25年12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 

(注) １. セグメント利益の調整額△93,079千円には、セグメント間取引消去144千円、各報告セグメントに配分して

いない全社収益64,430千円、全社費用△155,686千円、各報告セグメントに配分していないのれん償却額△

1,968千円が含まれております。 

なお、全社収益は、主に連結子会社からの管理業務受託料であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属し

ない持株会社運営に係る費用であります。 

     ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、LED照明レンタルサービスの利用者獲得業務の業容拡大等に伴い、

事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の「ブロードバンド事業」「ソリューショ

ンサービス事業」「文化教育事業」から、「ライフアメニティ事業」「ソリューションサービス事業」

「文化教育事業」に変更しております。  

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したも

のを記載しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

「ソリューションサービス事業」において、廃棄処分の決定した事業用資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減損いたしました。当該減損損失の計上額は16,106千円であります。 

(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

ライフ 
アメニティ 

事業

ソリューション
サービス 
事業

文化教育
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 700,453 462,976 610,414 1,773,844 ― 1,773,844

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

16,518 53,390 20 69,929 △69,929 ―

計 716,971 516,367 610,434 1,843,773 △69,929 1,773,844

セグメント利益又は損失 △53,117 76,931 5,083 28,898 △93,079 △64,181
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