
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
     

   

 
     

   

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年６月期第１四半期の連結業績（平成24年７月１日～平成24年９月30日）
（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 ％

25年６月期第１四半期 4,135 14.4 105 △25.3 12 △91.3 19 △79.4
24年６月期第１四半期 3,616 2.9 141 △36.6 137 △36.9 97 △49.7

(注) 包括利益 25年６月期第１四半期 2百万円(△97.8％) 24年６月期第１四半期 110百万円(△47.5％)

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

25年６月期第１四半期 229.92 －
24年６月期第１四半期 1,119.59 1,115.20

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年６月期第１四半期 11,922 5,392 42.5
24年６月期 8,275 5,429 61.6

(参考) 自己資本 25年６月期第１四半期 5,072百万円 24年６月期 5,096百万円

２．配当の状況

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

24年６月期 0.00 500.00 500.00
25年６月期

25年６月期(予想) 0.00 500.00 500.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年６月期の連結業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）

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) 10,100 27.7 100 △68.1 △20 － △50 － △576.05
通期 22,000 39.1 550 28.6 430 4.8 110 864.8 1,267.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

     

     

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年６月期１Ｑ 102,758株 24年６月期 102,758株

② 期末自己株式数 25年６月期１Ｑ 15,960株 24年６月期 15,960株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期１Ｑ 86,798株 24年６月期１Ｑ 86,668株

※ 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財務諸表のレビュー手続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Ｐ３「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかに回復しているものの、
欧州債務問題や円高、電力供給等が懸念され、国内景気は先行き不透明な状況で推移しております。 
このような環境のもと、当社グループは前連結会計年度に引き続き、主要な事業であるスペースサービ

スの稼働率を向上させるとともに、ストレージ機器「Isilonシリーズ」の販売に加え、連結子会社ビービ
ーエフ（以下、ビービーエフ）が行うECシステム構築支援・運用サービス及びTVショッピング支援事業の
売上高の拡大に注力してまいりました。 
こうした事業活動の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,135百万円

（前年同四半期比14.4％増加）、営業利益は105百万円（前年同四半期比25.3％減少）となりました。な
お、子会社のM&Aに関わる費用等により、経常利益は12百万円（前年同四半期比91.3％減少）、四半期純
利益は19百万円（前年同四半期比79.4％減少）となりました。 

  
当第１四半期連結累計期間におけるセグメントの概況は以下のとおりであります。 
  

コンピュータプラットフォーム事業では、スペースサービス及びプロダクトサービスの売上高が増加い
たしました。 
スペースサービスにおきましては、都内サイト及び西梅田サイトで新規顧客を順調に獲得できており、

全体の稼働率は向上しております。 
プロダクトサービスにつきましては、当社の主力プロダクトである米EMC社製の「Isilonシリーズ」の

ストレージ機器を販売しておりますが、ビッグデータ市場の成長もあり、既存顧客の拡大に加え、新規顧
客も獲得できております。 
以上の活動の結果、コンピュータプラットフォーム事業の売上高は2,127百万円（前年同四半期比4.7％

増加）、営業利益は73百万円（前年同四半期比11.7％減少）となりました。 
なお、国・公共データの開放、企業の組織を超えたデータの開放と、これらの融合から新たな産業を生

みだそうという「ビッグデータビジネス」の機運に応えるべく、本年７月に新事業部としてビッグデータ
総合研究所を社内に立ち上げました。今後は、当社主導のもと、定期的なフォーラムの開催を通じ、産・
官・学が連携して新産業を創出してまいります。 

  
Ｅコマースプラットフォーム事業では、ECシステム構築支援・運用サービス及びTVショッピング支援事

業を主軸とし、無店舗型販売事業を展開しております。 
ECシステム構築支援・運用サービスにおきましては、ECサイトの企画・開発から、販売、在庫管理、流

通機能までを一括して請け負うとともに、各クライアント独自のニーズに応えた結果、既存顧客との取引
拡大に加え、新規顧客も獲得できており、直近におけるサイト数は64サイトとなりました。 
TVショッピング支援事業におきましては、株式会社QVCジャパンを中心とするTV通信販売会社とファッ

ションメーカーを繋ぐことで商品企画、在庫・生産管理から販売に至るまでを支援する事を可能とし、売
上高は順調に推移しております。 
以上の活動の結果、Ｅコマースプラットフォーム事業の売上高は2,007百万円（前年同四半期比26.8％

増加）となりました。一方、利益面につきましては、海外展開における新規投資費用の計上等により、営
業利益は31百万円（前年同四半期比46.2％減少）となりました。 
なお、ビービーエフが当第１四半期連結累計期間において株式会社ブランチ・アウト・デザイン（以

下、ブランチ・アウト・デザイン）の全株式を取得したことに伴い、ブランチ・アウト・デザイン及びそ
の完全子会社で、大手小売店に対して衣料品の販売・企画・デザイン・制作全般を行う株式会社ブラン
チ・アウト（以下、ブランチ・アウト）の２社が当社の連結子会社となりました。 
これにより、ビービーエフが保有するECシステム構築支援・運用サービス及びTVショッピング支援事業

のノウハウと実績に加え、ブランチ・アウトが保有する商品企画・販促プロモーションのノウハウを高度
に統合し、ビービーエフのファッション業界におけるポジション及び競争力を強化することで、当社グル
ープの企業価値を更に高めてまいります。 

  

  

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定性的情報

㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,646百万円増加し、
11,922百万円となりました。これは主に、ブランチ・アウト・デザイン及びブランチ・アウトを連結子
会社としたこと等による現金及び預金の増加1,061百万円、受取手形及び売掛金の増加1,144百万円及び
のれんの増加1,101百万円によるものであります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,684百万円増加し、6,529百万円となりました。これは主に、

ブランチ・アウト・デザイン及びブランチ・アウトを連結子会社としたこと等による買掛金の増加797
百万円及び借入金の増加2,642百万円によるものであります。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、5,392百万円となりました。これは主に、

四半期純利益19百万円の計上による増加、剰余金の配当43百万円及び少数株主持分の減少17百万円によ
るものであります。 

  

平成24年８月22日発表の業績予想から変更はありません。 

（２）連結財政状態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

㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
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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。  

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

㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
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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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,650,618 3,712,587

受取手形及び売掛金 1,573,619 2,717,812

商品及び製品 306,932 515,502

繰延税金資産 58,788 101,482

その他 226,182 251,125

貸倒引当金 △2,363 △3,248

流動資産合計 4,813,778 7,295,262

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,037,327 1,006,355

機械及び装置（純額） 304,223 303,566

工具、器具及び備品（純額） 316,476 307,042

土地 － 1,078

リース資産（純額） 7,942 19,818

有形固定資産合計 1,665,969 1,637,863

無形固定資産   

のれん － 1,101,656

その他 162,319 172,703

無形固定資産合計 162,319 1,274,360

投資その他の資産 1,633,115 1,714,601

固定資産合計 3,461,404 4,626,824

資産合計 8,275,182 11,922,087
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,366,273 2,163,482

1年内返済予定の長期借入金 405,000 602,500

未払法人税等 16,409 71,721

賞与引当金 29,641 69,920

返品調整引当金 － 2,249

その他 411,433 519,220

流動負債合計 2,228,758 3,429,092

固定負債   

長期借入金 － 2,445,323

資産除去債務 611,620 624,211

退職給付引当金 － 14,902

役員退職慰労引当金 － 8,333

その他 4,919 7,850

固定負債合計 616,540 3,100,622

負債合計 2,845,298 6,529,714

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,323,205 2,323,205

資本剰余金 2,306,493 2,306,493

利益剰余金 2,699,076 2,675,634

自己株式 △2,228,332 △2,228,332

株主資本合計 5,100,444 5,077,002

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,752 △3,865

繰延ヘッジ損益 △1,380 △476

その他の包括利益累計額合計 △4,133 △4,341

新株予約権 18,879 22,328

少数株主持分 314,692 297,384

純資産合計 5,429,883 5,392,373

負債純資産合計 8,275,182 11,922,087

㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 3,616,037 4,135,529

売上原価 3,131,877 3,564,464

売上総利益 484,160 571,064

販売費及び一般管理費 342,559 465,242

営業利益 141,600 105,822

営業外収益   

受取利息 349 322

為替差益 5,461 6,428

その他 654 1,435

営業外収益合計 6,465 8,186

営業外費用   

支払利息 4,615 6,841

出資金評価損 4,668 2,318

支払手数料 － 92,500

その他 1,248 332

営業外費用合計 10,532 101,992

経常利益 137,534 12,015

特別利益   

合意解約金 20,000 －

特別利益合計 20,000 －

特別損失   

固定資産除却損 2,530 740

特別損失合計 2,530 740

税金等調整前四半期純利益 155,003 11,275

法人税、住民税及び事業税 19,825 16,309

法人税等調整額 23,511 △7,682

法人税等合計 43,337 8,627

少数株主損益調整前四半期純利益 111,666 2,648

少数株主利益又は少数株主損失（△） 14,633 △17,308

四半期純利益 97,032 19,956
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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23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 111,666 2,648

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,420 △1,112

繰延ヘッジ損益 1,581 904

その他の包括利益合計 △839 △208

四半期包括利益 110,827 2,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 96,193 19,748

少数株主に係る四半期包括利益 14,633 △17,308

㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）㈱ブロードバンドタワー（3776） 平成25年6月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結）

－8－



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23年７月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額15千円は、セグメント間取引消去額であります。 

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

  

Ⅱ  当第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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額890千円は、セグメント間取引消去額であります。 

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

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

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

コンピュータプ
ラットフォーム

事業

Ｅコマースプラ
ットフォーム 

事業
計

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

2,032,656 1,583,380 3,616,037 ― 3,616,037

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,378 1,440 4,818 △4,818 ―

計 2,036,034 1,584,820 3,620,855 △4,818 3,616,037

セグメント利益 83,330 58,254 141,585 15 141,600

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

コンピュータプ
ラットフォーム

事業

Ｅコマースプラ
ットフォーム 

事業
計

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

2,127,726 2,007,803 4,135,529 ― 4,135,529

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,334 750 5,084 △5,084 ―

計 2,132,060 2,008,553 4,140,613 △5,084 4,135,529

セグメント利益 73,615 31,316 104,931 890 105,822
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２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

前連結会計年度の末日に比して、当第１四半期連結会計期間の報告セグメントごとの資産の金額が
著しく変動しております。その概要は、以下のとおりです。 
「Ｅコマースプラットフォーム事業」において、平成24年８月22日付で株式会社ブランチ・アウ

ト・デザインの全株式を取得し、同社及びその子会社である株式会社ブランチ・アウトを連結子会社
としたことにより、セグメント資産が3,674,940千円増加しております。 
  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(のれんの金額の重要な変動) 
「Ｅコマースプラットフォーム事業」において、株式会社ブランチ・アウト・デザインの全株式を

取得し、同社及びその子会社である株式会社ブランチ・アウトを連結子会社といたしました。 
 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間において1,101,656千円であ
ります。 

  

該当事項はありません。  

  

（５）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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当社グループは、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。 

  

当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

 ② 受注実績

 ③ 販売実績

セグメントの名称

当第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) 前年同四半期比(％)

金額(千円)

コンピュータプラットフォーム事業 2,127,726 +4.7

Ｅコマースプラットフォーム事業 2,007,803 +26.8

合計 4,135,529 +14.4

相手先

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

ヤフー株式会社 1,217,689 33.7 1,130,233 27.3

株式会社ＱＶＣジャパン 921,859 25.5 1,024,879 24.8
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