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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気回復に向けた変化が見られる一方で、為替

相場や原油価格の変動による影響など、経済全般に対する中長期的影響については先行き不透明な状

況が続いております。 

当社グループは、法人事業において、主に既存クライアントに対するシステムコンサルティング業

務による売上を計上しました。コンシューマー事業においては既存のコンテンツ配信サービスによる

売上を計上したほか、各種モバイル機器向けにバーコードリーダーのライセンス販売を行いました。

また、スマートフォン向け無料提供アプリ「バーコードリーダー/アイコニット」は、平成27年１月

に累計1,500万ダウンロードを達成し、スマートフォン端末へのプリインストールを含め、安定的に

ユーザーを拡大しております。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、562,723千円(前年

同期比27.1％減)、営業損失は、129,692千円(前年同期は、17,354千円の営業利益)、経常損失は55,869

千円(前年同期は、29,218千円の経常利益)、四半期純損失は、39,286千円(前年同期は、16,970千円

の四半期純損失)となりました。 

 

セグメント別の概況は以下の通りです。 

 

(法人事業) 

法人事業においては、主に既存クライアントに対するシステムコンサルティングサービスを実施

しました。その結果、同事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、391,291千円(前年同期比

33.4％減)、セグメント利益は、682千円(前年同期比99.6％減)となりました。 

 

(コンシューマー事業) 

コンシューマー事業においては、既存コンテンツ配信サービスによる売上を計上したほか、各種

モバイル機器向けにバーコードリーダーのライセンス販売を行いました。また、スマートフォン向

け無料提供アプリ「バーコードリーダー/アイコニット」は、平成27年１月に累計1,500万ダウンロ

ードを達成しました。その結果、同事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、171,431千円(前

年同期比6.8％減)、セグメント利益は、14,804千円(前年同期比220.4％増)となりました。 
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(２)財政状態に関する説明 

(資産、負債及び純資産の状況) 

①資産の部 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、2,219,340千円(前連結会計年度末から

101,886千円の減少)となりました。 

このうち、流動資産は、1,529,347千円(前連結会計年度末から167,292千円の減少)となりまし

た。これは、主として現金及び預金が51,944千円増加した一方で、売掛金が150,190千円減少し

たこと及び流動資産のその他に含まれている預け金が105,436千円減少したことによるものです。 

固定資産は、689,992千円(前連結会計年度末から65,405千円の増加)となりました。これは、

主として投資有価証券が65,602千円増加したことによるものです。 

 

②負債の部 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、618,938千円(前連結会計年度末から99,979千円

の減少)となりました。 

このうち、流動負債は、414,796千円(前連結会計年度末から99,015千円の減少)となりました。

これは、主として短期借入金が46,693千円増加した一方で、未払法人税等が22,275千円減少した

こと及び流動負債のその他に含まれている未払金が111,409千円減少したことによるものです。 

固定負債は、204,142千円(前連結会計年度末から963千円の減少)となりました。これは、主と

して長期借入金が1,594千円減少したことによるものです。 

 

③純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,600,401千円(前連結会計年度末から1,907

千円の減少)となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が40,816千円増加した

一方で、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が39,286千円減少したこと及び少数株主

持分が5,576千円減少したことによるものです。 
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(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ53,491千円減少し、

1,241,493千円(前連結会計年度末は、1,294,984千円)となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りです。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、27,944千円の支出(前年同期は、165,199千円の支出)

となりました。これは、主として売上債権が150,220千円減少した一方で、税金等調整前四半期

純損失を55,884千円計上したこと、投資有価証券売却益を30,502千円計上したこと、法人税等を

25,029千円支出したこと、複合金融商品評価益を27,449千円計上したこと及び未払消費税等が

15,300千円減少したことによるものです。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、75,233千円の支出(前年同期は、23,392千円の収入)と

なりました。これは、主として投資有価証券の取得・売却により差引73,037千円支出したことに

よるものです。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、44,709千円の収入(前年同期は、122,094千円の収入)

となりました。これは、主として長期借入れによる収入・返済による支出により差引1,979千円

支出した一方で、短期借入れによる収入・返済による支出により差引46,693千円の収入を得たこ

とによるものです。 

 

(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成27年７月期の連結業績予想については、概ね当初の業績予想通りに推移しているため、平成26

年９月５日に公表しました業績予想の数値に、変更はありません。 

なお、当該予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。実際の業

績は、様々な要因によって、予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

㈱メディアシーク (4824)　平成27年７月期　第２四半期決算短信

- 4 -



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 

該当事項はありません。 

 

(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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26年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,548 1,241,493

売掛金 368,443 218,253

商品 151 618

仕掛品 938 9,122

その他のたな卸資産 211 -

その他 138,360 60,771

貸倒引当金 △1,013 △911

流動資産合計 1,696,640 1,529,347

固定資産

有形固定資産 7,841 7,977

無形固定資産

その他 4,407 4,502

無形固定資産合計 4,407 4,502

投資その他の資産

投資有価証券 473,610 539,212

その他 165,647 165,189

貸倒引当金 △26,919 △26,889

投資その他の資産合計 612,338 677,513

固定資産合計 624,586 689,992

資産合計 2,321,226 2,219,340

負債の部

流動負債

買掛金 18,292 17,797

短期借入金 103,340 150,033

1年内返済予定の長期借入金 133,524 133,139

未払法人税等 26,313 4,038

賞与引当金 8,826 3,430

資産除去債務 1,487 1,498

その他 222,026 104,858

流動負債合計 513,811 414,796

固定負債

長期借入金 186,908 185,314

資産除去債務 18,198 18,325

その他 - 502

固定負債合計 205,106 204,142

負債合計 718,918 618,938
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 823,267 823,267

資本剰余金 956,507 956,507

利益剰余金 △185,613 △224,899

自己株式 △39,678 △39,678

株主資本合計 1,554,484 1,515,197

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △24,872 15,943

為替換算調整勘定 △3,140 △1,001

その他の包括利益累計額合計 △28,013 14,942

少数株主持分 75,837 70,261

純資産合計 1,602,308 1,600,401

負債純資産合計 2,321,226 2,219,340
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
　至 平成26年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年１月31日)

売上高 771,694 562,723

売上原価 500,935 453,299

売上総利益 270,759 109,423

販売費及び一般管理費 253,405 239,116

営業利益又は営業損失（△） 17,354 △129,692

営業外収益

受取利息 1,586 6,675

受取配当金 1,456 5,417

投資有価証券売却益 3,382 30,502

複合金融商品評価益 7,561 27,449

その他 457 9,703

営業外収益合計 14,444 79,747

営業外費用

支払利息 2,068 3,346

投資有価証券評価損 - 2,197

その他 512 379

営業外費用合計 2,580 5,924

経常利益又は経常損失（△） 29,218 △55,869

特別利益

固定資産売却益 5 -

特別利益合計 5 -

特別損失

固定資産除却損 3 15

関係会社株式売却損 677 -

持分変動損失 1,327 -

特別損失合計 2,007 15

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（△）

27,216 △55,884

法人税、住民税及び事業税 24,184 320

法人税等調整額 270 △9,264

法人税等合計 24,455 △8,944

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（△）

2,761 △46,939

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19,731 △7,653

四半期純損失（△） △16,970 △39,286
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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)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
　至 平成26年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
　至 平成27年１月31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（△）

2,761 △46,939

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,760 40,816

為替換算調整勘定 970 4,215

その他の包括利益合計 43,730 45,032

四半期包括利益 46,491 △1,907

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 27,329 3,669

少数株主に係る四半期包括利益 19,162 △5,576
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
至 平成26年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

27,216 △55,884

減価償却費 10,397 2,924

のれん償却額 748 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55 △131

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,562 △5,396

受取利息及び受取配当金 △3,042 △12,092

支払利息 2,068 3,346

株式交付費 46 -

投資有価証券売却損益（△は益） △3,382 △30,502

投資有価証券評価損益（△は益） - 2,197

複合金融商品評価損益（△は益） △7,561 △27,449

為替差損益（△は益） △279 △1,832

固定資産売却損益（△は益） △5 -

固定資産除却損 3 15

関係会社株式売却損益（△は益） 677 -

持分変動損益（△は益） 1,327 -

売上債権の増減額（△は増加） △180,009 150,220

たな卸資産の増減額（△は増加） △432 △8,440

仕入債務の増減額（△は減少） △336 △494

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,846 △15,300

未払法人税等（外形標準課税）の増減額
（△は減少）

△605 312

その他の資産の増減額（△は増加） △2,664 △11,662

その他の負債の増減額（△は減少） △3,688 △1,563

小計 △154,184 △11,732

利息及び配当金の受取額 1,482 12,089

利息の支払額 △2,145 △3,272

法人税等の支払額 △10,352 △25,029

営業活動によるキャッシュ・フロー △165,199 △27,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,862 △1,817

有形固定資産の売却による収入 5 -

無形固定資産の取得による支出 △111 △222

有価証券の取得による支出 △101,334 -

投資有価証券の取得による支出 △202,786 △868,312

投資有価証券の売却による収入 320,481 795,274

敷金及び保証金の差入による支出 - △156

定期預金の払戻による収入 10,000 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,392 △75,233
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年８月１日
至 平成26年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年８月１日
至 平成27年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 60,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △20,000 △103,306

長期借入れによる収入 110,000 70,000

長期借入金の返済による支出 △44,438 △71,979

株式の発行による収入 16,610 -

株式の発行による支出 △46 -

配当金の支払額 △31 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,094 44,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,094 4,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,617 △53,491

現金及び現金同等物の期首残高 743,420 1,294,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 724,802 1,241,493
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(４)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) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年８月１日 至 平成26年１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 

(単位:千円) 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

法人事業 
コンシューマ

ー事業 

売上高      

(1)外部顧客への売上高 587,680 184,014 771,694 ― 771,694 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

20,849 ― 20,849 △20,849 ― 

計 608,529 184,014 792,544 △20,849 771,694 

セグメント利益 157,484 4,620 162,104 △144,749 17,354 

(注) １ セグメント利益の調整額は、全社管理部門の費用です。 

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。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年１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 

(単位:千円) 

 

報告セグメント 

合計 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損
益計算書計上

額 
(注)２ 

法人事業 
コンシューマ

ー事業 

売上高      

(1)外部顧客への売上高 391,291 171,431 562,723 ― 562,723 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

16,564 ― 16,564 △16,564 ― 

計 407,856 171,431 579,287 △16,564 562,723 

セグメント利益又は損失(△) 682 14,804 15,486 △145,179 △129,692 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、全社管理部門の費用です。 

２ セグメント利益又は損失(△)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。 
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