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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 207 7.5 △154 ― △81 ― △84 ―

25年3月期第1四半期 192 11.5 △153 ― △215 ― △219 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △62百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △122百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △553.19 ―

25年3月期第1四半期 △1,440.60 ―

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3月期第1四半期 6,447 4,647 71.4 30,130.58
25年3月期 4,987 4,647 93.1 30,439.16

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,604百万円 25年3月期  4,645百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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) 490 △11.8 △510 ― △525 ― △530 ― △3,473.09

通期 1,600 1.7 △345 ― △350 ― △365 ― △2,391.84



(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） 

※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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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） 26年3月期1Q 152,822 株 25年3月期 152,602 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 152,678 株 25年3月期1Q 152,602 株
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（１）経営成績に関する説明

当社グループは、人が機械に自然に意思を伝えられる「ソフトコミュニケーションの時代」を拓くべく第２次中期経営

計画を推進しております。当連結会計年度は、スマートデバイスの普及に対応した製品・サービスを強化することで、従

来の売り切りビジネスから月額課金モデルに転換を図り、売上と収益の安定的な成長を目指してまいります。

そのような中、売上高に関しましては、各事業部とも当初計画通りに進捗いたしました。

損益に関しましては、売上原価が当初想定以内に管理され、売上総利益を押し上げました。また、当第１四半期連結累

計期間は前年同四半期と比較し増収ではありましたが、売上と収益の安定的な成長を目指すために、積極的な研究開発投

資を行っており、営業損失はほぼ前年並みとなりました。なお、円安の影響による為替差益79百万円を営業外収益に計上

いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は207百万円（前年同四半期は売上高192百万円）、営業損失は154

百万円（前年同四半期は営業損失153百万円）、経常損失は81百万円（前年同四半期は経常損失215百万円）、四半期純損

失は84百万円（前年同四半期は四半期純損失219百万円）となりました。

音声事業のうち各分野別の状況は、以下のとおりであります。

① CTI事業部

新たに大手金融機関へ導入をすることができました。また、既存製品の拡販とともに、クラウド型サービスの拡販を行

いました。

② クラウド事業部

サントリーグループの店舗営業担当者の営業報告書の作成支援に音声入力が採用されました。また、自動車向け音声認

識エンジン提供を開始し、株式会社ナビタイムジャパンのカーナビアプリ「カーナビタイム for Smartphone」に採用さ

れました。

③ 医療・公共事業部

従来の売り切りビジネスから月額課金モデルに転換を図るサービス・製品の開発に注力をいたしました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は4,593百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,421百万円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が1,772百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,854百万円となり、前

連結会計年度末に比べ38百万円増加いたしました。

この結果、総資産は、6,447百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,460百万円増加いたしました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は215百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円減少いたしまし

た。固定負債は1,584百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,519百万円増加いたしました。これは社債が1,505百万円

増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、1,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,459百万円増加いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は4,647百万円となり、前連結会計年度末に比べ329千円増加いたしま

した。これは四半期純損失84百万円の計上と新株予約権の行使による資本金等の増加によるものであります。

この結果、自己資本比率は71.4％（前連結会計年度末は93.1％）となりました。

（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５月10日付で公表した連結業績予想に変更はございません。

（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。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,267,953 4,040,186

受取手形及び売掛金 569,185 185,501

電子記録債権 － 6,605

有価証券 85,611 89,476

商品及び製品 4,712 8,346

仕掛品 5,669 17,330

原材料及び貯蔵品 13,081 11,169

未収入金 129,267 135,667

その他 99,530 100,454

貸倒引当金 △3,110 △1,503

流動資産合計 3,171,900 4,593,233

固定資産

有形固定資産

建物 67,979 67,979

減価償却累計額 △35,171 △35,171

減損損失累計額 △32,807 △32,807

建物（純額） － －

その他 98,280 101,625

減価償却累計額 △82,290 △82,573

減損損失累計額 △15,290 △15,290

その他（純額） 699 3,761

有形固定資産合計 699 3,761

無形固定資産

ソフトウエア 7,838 9,468

ソフトウエア仮勘定 590 17,654

無形固定資産合計 8,428 27,122

投資その他の資産

投資有価証券 1,030,603 1,056,637

敷金及び保証金 74,174 74,166

長期前払費用 495,371 476,318

長期未収入金 206,820 217,030

その他 155 163

貸倒引当金 △959 △1,007

投資その他の資産合計 1,806,164 1,823,310

固定資産合計 1,815,292 1,854,194

資産合計 4,987,192 6,447,428
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 70,108 14,304

未払金 17,737 48,633

リース債務 305 260

未払法人税等 66,338 4,376

前受金 65,858 105,147

繰延税金負債 5,685 7,139

その他 48,821 35,412

流動負債合計 274,854 215,274

固定負債

社債 － 1,505,000

リース債務 71 29

繰延税金負債 58,118 72,614

資産除去債務 7,022 7,054

固定負債合計 65,211 1,584,698

負債合計 340,066 1,799,972

純資産の部

株主資本

資本金 4,585,097 4,596,097

資本剰余金 3,577,231 3,588,231

利益剰余金 △3,607,655 △3,692,115

株主資本合計 4,554,673 4,492,213

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89,089 110,884

為替換算調整勘定 1,312 1,517

その他の包括利益累計額合計 90,402 112,402

新株予約権 2,050 42,840

純資産合計 4,647,126 4,647,455

負債純資産合計 4,987,192 6,447,428
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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４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 192,717 207,088

売上原価 71,238 72,593

売上総利益 121,478 134,495

販売費及び一般管理費 274,544 288,587

営業損失（△） △153,065 △154,091

営業外収益

受取利息 617 1,514

有価証券利息 4,698 2,948

為替差益 － 79,460

関係会社株式売却に伴う精算分配金 54,171 －

雑収入 0 －

営業外収益合計 59,489 83,922

営業外費用

支払利息 28 7

持分法による投資損失 97,368 －

為替差損 24,462 －

社債発行費 － 11,413

雑損失 － 12

貸倒引当金繰入額 △108 76

営業外費用合計 121,750 11,510

経常損失（△） △215,326 △81,679

特別利益

新株予約権戻入益 － 2,050

特別利益合計 － 2,050

税金等調整前四半期純損失（△） △215,326 △79,629

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 3,560 3,880

法人税等合計 4,510 4,830

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △219,837 △84,459

四半期純損失（△） △219,837 △84,459
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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４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △219,837 △84,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 98,415 21,794

為替換算調整勘定 △904 204

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 97,510 21,999

四半期包括利益 △122,327 △62,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △122,327 △62,460

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）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）

（重要な後発事象）
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