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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（注）23年３月期第２四半期につきましては、単体として開示したため、23年３月期第２四半期は記載しておりません。 
   24年３月期第２四半期の潜在株調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、四半期純損失を計上しているため、記載しておりません。 

(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 ％

24年3月期第2四半期 1,330 ― △70 ― △68 ― △119 ―
23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △119百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―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

24年3月期第2四半期 △888.11 ―
23年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,507 3,145 89.4
23年3月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,135百万円 23年3月期  ―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  
当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末における配当予想額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期の通期の連結業績予想については、合理的な算定が困難であることから未定とさせていただき、当該業績予想は合理的な算定が可能となった
時点で速やかに開示する予定です。 
なお、詳細につきましては、添付資料P.１「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」をご覧下さい。 

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

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※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、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.１「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 134,277 株 23年3月期 13,277 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 135 株 23年3月期 135 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 134,142 株 23年3月期2Q 134,140 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  1

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  1

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  1

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  1

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  2

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  2

（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 ………………………………………………………  4

四半期連結損益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  4

四半期連結包括利益計算書  

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けて極めて深刻な状況で推移しまし

たが、当第２四半期からは徐々に企業の生産活動や個人消費において回復の兆しが見られました。その一方で、欧

州諸国の財政問題や急激な円高の進行が発生したこと等により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きま

した。 

 このような環境下で当社グループは、運営するインターネット総合情報サイト「All About」の改変によるメデ

ィアの利用価値及び集客力の強化に取り組むと共に、新たな収益力強化のために中国人向けの情報サイト

「cailinet」やFacebook社公認のナビゲーションサービス「Facebook navi」等の開設、及びネットワーク広告に

おける提携先の増加、新規サービスの検討等を進めてまいりましたが、先行きの不透明感もあり、企業からの広告

出稿の自粛や手控えが続きました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,330百万円、営業損失は70百万円、経常損失は68百万円とな

りました。また、本社移転に伴う特別損失を計上したこと等により、四半期純損失は119百万円となりました。 

 なお、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っ

ておりません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は3,043百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金2,117百

万円、有価証券605百万円、受取手形及び売掛金291百万円等であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は463百万円となりました。主な内訳は、オフィス設備やサーバ

ー等の有形固定資産119百万円、ソフトウエア等の無形固定資産157百万円、投資有価証券や敷金等の投資その他の

資産186百万円であります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は347百万円となりました。主な内訳は、未払費用154百万円、買

掛金71百万円等であります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は3,145百万円となりました。 

 なお、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期末との比較分析は行っており

ません。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の通期連結業績予想については、合理的な算定が困難であることから未定とさせていただき、当

該業績予想は合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示する予定です。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,117,964

受取手形及び売掛金 291,163

有価証券 605,547

未成制作費 15,657

前払費用 13,563

その他 3,122

貸倒引当金 △3,321

流動資産合計 3,043,698

固定資産  

有形固定資産  

建物 46,250

減価償却累計額 △1,591

建物（純額） 44,658

工具、器具及び備品 314,854

減価償却累計額 △245,651

工具、器具及び備品（純額） 69,202

建設仮勘定 6,087

有形固定資産合計 119,948

無形固定資産  

ソフトウエア 135,821

ソフトウエア仮勘定 20,742

その他 1,105

無形固定資産合計 157,669

投資その他の資産  

投資有価証券 67,462

破産更生債権等 58,055

長期前払費用 818

差入保証金 92,833

その他 25,000

貸倒引当金 △58,055

投資その他の資産合計 186,113

固定資産合計 463,731

資産合計 3,507,430
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 71,913

未払金 43,907

未払費用 154,393

未払法人税等 6,135

未払消費税等 32

前受金 22,767

預り金 9,206

賞与引当金 27,685

ポイント引当金 1,228

その他 10,064

流動負債合計 347,335

固定負債  

資産除去債務 15,000

固定負債合計 15,000

負債合計 362,335

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,169,675

資本剰余金 1,824,704

利益剰余金 145,768

自己株式 △4,178

株主資本合計 3,135,969

新株予約権 9,125

純資産合計 3,145,095

負債純資産合計 3,507,430
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,330,136

売上原価 262,052

売上総利益 1,068,084

販売費及び一般管理費 1,138,201

営業損失（△） △70,117

営業外収益  

受取利息 1,464

その他 221

営業外収益合計 1,685

経常損失（△） △68,432

特別損失  

固定資産除却損 5,152

投資有価証券評価損 605

減損損失 23,835

本社移転費用 19,171

特別損失合計 48,764

税金等調整前四半期純損失（△） △117,197

法人税、住民税及び事業税 1,935

法人税等合計 1,935

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △119,132

四半期純損失（△） △119,132
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △119,132

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 △119,132

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △119,132

少数株主に係る四半期包括利益 －

-5-

㈱オールアバウト（2454）　平成24年３月期　第２四半期決算短信



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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