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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年7月1日～平成25年9月30日） 

(注)当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 
   前連結会計年度の期首（平成24年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

(注)当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 
   前連結会計年度の期首（平成24年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。  

(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6月期第1四半期 445 2.7 88 10.1 89 2.4 58 3.7
25年6月期第1四半期 433 5.4 79 41.3 87 75.2 56 53.6

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 58百万円 （△2.3％） 25年6月期第1四半期 59百万円 （71.1％）

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6月期第1四半期 4.19 ―
25年6月期第1四半期 4.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年6月期第1四半期 1,778 1,597 89.8 114.38
25年6月期 1,789 1,588 88.8 113.71
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  1,597百万円 25年6月期  1,588百万円

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  ：  有  
 当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 
 前連結会計年度の期首（平成24年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定した配当金の額につきましては、後述の「株式分割に伴う配当の状況の遡及
修正」をご参照ください。 
 なお、配当予想の修正については、本日（平成25年10月31日）公表いたしました「株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 

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6月期 ― 350.00 ― 350.00 700.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 400.00 ― 4.00 ―

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30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  
 当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 
 連結業績予想の第２四半期（累計）「１株当たり当期純利益」につきましては、当連結会計年度の期首（平成25年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定し
た発行済株式数（自己株式を除く）により算定しております。 
 また、連結業績予想の通期「１株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発行済株式数（自己株式を除く）により算定しております。 
 なお、当該株式分割については、本日（平成25年10月31日）公表いたしました「株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に
関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 900 2.1 160 △5.3 160 △11.8 100 △2.3 7.16
通期 1,820 5.0 340 8.2 340 3.5 210 9.3 15.03



(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） 

(注)当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 
   前連結会計年度の期首（平成24年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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に対するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。  
 

※  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6月期1Q 14,953,900 株 25年6月期 14,953,900 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 986,300 株 25年6月期 986,300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 13,967,600 株 25年6月期1Q 13,967,600 株



株式分割に伴う配当金の遡及修正 

 当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を予定しております。 

 前連結会計年度の期首（平成24年７月１日）に当該株式分割が行われたと仮定した「配当の状況」は、下記の通りで

あります。 

  

  

  

  

  

 

  

  
  

 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６月期  ―  3.50  ―  3.50 7.00 

 26年６月期  ―         

 26年６月期(予想）    4.00  ―  4.00  8.00 
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（１）経営成績に関する説明 

 当企業集団は、経営資源の効率化を進めるとともに、成長分野への人員増強による事業拡大等、企業価値の向上

に努めております。 

 当連結会計年度においては、SaaS/ASP事業の業績が順調に推移しており、その結果、売上高は445百万円(前年同

期比2.7％増)、営業利益は88百万円(同10.1％増)、売上高営業利益率は19.8％となり、経常利益は89百万円(同

2.4％増)となりました。 

 当期純利益は、法人税等の発生7百万円及び繰延税金資産の取り崩し23百万円の影響があり、58百万円(同3.7％

増)となりました。 

  

 当企業集団は、SaaS/ASP事業及びその他から構成されており、セグメント別の状況は以下の通りであります。 

○ SaaS/ASP事業 

 SaaS/ASP事業につきましては、主力サービスのサイト内検索サービス『i-search』は㈱スター・チャンネル、㈱

ケイ・オプティコム、小田急電鉄㈱等に、Webサイト上に掲載する「よくある質問」や社内情報の共有管理ツール

として利用されている『i-ask』は、西日本旅客鉄道㈱に導入され、それぞれ堅調にシェアを伸ばしております。

 また、Webサイトのリンク切れを検知する『i-linkcheck』は、㈱ルネサンスに導入されました。 

 その他にも、店舗での商品購入により獲得したポイントをWebサイト上で確認することができ、次回購入の際に

利用できる『Webポイントシステム』を家具・雑貨・飲食店を全国に展開する企業に導入され、また、ネット系証

券会社における口座開設の受付業務に『IVRサービス』が導入されました。 

 当企業集団が特に力を入れているSaaS/ASP事業は、ストック型ビジネスモデルにより売上高が毎月積み上げら

れ、累積的に増加しております。 

 その結果、当事業における売上高は427百万円(同2.8％増)と順調に推移いたしました。 

  

○ その他 

 基幹データベース管理システム『M204』の売上高は、大手金融機関向けの保守サービスを中心に17百万円となり

ました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、1,778百万円となりました。その主な要因は、

繰延税金資産の取り崩しによる減少20百万円、受取手形及び売掛金の増加15百万円及びのれんの償却による減少８

百万円等によるものであります。 

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、180百万円となりました。その主な要因は、前

受金の減少24百万円、未払配当金の増加17百万円及び未払法人税等の減少12百万円等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ９百万円増加し、1,597百万円となりました。その主な要因

は、当期純利益の計上による増加58百万円及び配当の支払による減少48百万円等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年８月７日の「平成25年６月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 952,311 949,972

受取手形及び売掛金 219,729 235,616

仕掛品 3,907 4,617

その他 62,473 79,803

流動資産合計 1,238,422 1,270,010

固定資産   

有形固定資産 50,570 47,928

無形固定資産   

のれん 258,994 250,364

その他 21,714 30,984

無形固定資産合計 280,709 281,349

投資その他の資産   

投資有価証券 91,250 90,750

繰延税金資産 60,767 40,767

その他 67,623 47,467

貸倒引当金 △57 △57

投資その他の資産合計 219,582 178,926

固定資産合計 550,863 508,205

資産合計 1,789,285 1,778,215

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 39,387 43,404

未払法人税等 20,544 8,221

その他 140,878 126,270

流動負債合計 200,810 177,896

固定負債   

その他 174 2,715

固定負債合計 174 2,715

負債合計 200,984 180,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,133,011 1,133,011

資本剰余金 661,498 661,498

利益剰余金 74,414 84,037

自己株式 △297,678 △297,678

株主資本合計 1,571,245 1,580,868

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,055 16,733

その他の包括利益累計額合計 17,055 16,733

純資産合計 1,588,300 1,597,602

負債純資産合計 1,789,285 1,778,215
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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７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 433,466 445,263

売上原価 170,779 173,417

売上総利益 262,686 271,846

販売費及び一般管理費 182,732 183,796

営業利益 79,954 88,049

営業外収益   

受取利息 163 81

有価証券売却益 200 －

投資事業組合運用益 6,228 －

その他 1,159 1,501

営業外収益合計 7,750 1,583

営業外費用   

支払利息 538 7

その他 125 455

営業外費用合計 664 462

経常利益 87,040 89,170

税金等調整前四半期純利益 87,040 89,170

法人税、住民税及び事業税 5,691 7,104

法人税等調整額 24,909 23,555

法人税等合計 30,600 30,660

少数株主損益調整前四半期純利益 56,440 58,510

四半期純利益 56,440 58,510
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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７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７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 56,440 58,510

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,137 △321

その他の包括利益合計 3,137 △321

四半期包括利益 59,578 58,188

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,578 58,188

少数株主に係る四半期包括利益 － －

5

(株)フュージョンパートナー（4845）平成26年６月期 第１四半期決算短信



 該当事項はありません。  

   

 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）
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