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１．当第３四半期の業績 

（１）経営成績 
（％表示は、対前同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

前第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 円 円 ％ 

当第３四半期 8,325,224 7,588,664 91.2 

前第３四半期 9,817,138 8,857,584 90.2 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 円 円 円 円 

当第３四半期 ― ― ― 232,977 

前第３四半期 ― ― ― 448,394 

２．当期の業績予想 
（％表示は、通期は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

通期 1,800,000 12.8 △1,200,000 ― △890,000 ― △933,000 ― 

３．その他 

（１）重要な会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 

② ①以外の変更 有・無 

（２）財務諸表の作成 

① 貸借対照表 有・無 

② 損益計算書 有・無 

③ キャッシュ・フロー計算書 有・無 

（３）公認会計士又は監査法人による監査 有・無 

（４）決算補足説明資料の作成 有・無 

（５）当期の業績予想の修正 有・無 

※ 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、アウター・ガイ事務所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２ページ「１．経営成績（３）当期の見通し」をご覧ください。

http://www.outerguy.com/
mailto:md@outerguy.com
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当第３四半期の概況 

我が国では、２０１４年４月の消費税率引き上げの反動から、景況感が悪化基調で推移しました。世

界経済は、ウクライナや中東地域の政情不安に伴う地政学リスクが拡大しているものの、米国経済の好

調に支えられ、円安・株高が進行する展開となりました。 

一方、アウター・ガイ事務所では、労働事業を２０１４年８月７日付で再開しました。当面の支出に

備えるため、不本意ながら有価証券の売付を継続した結果、自己資本は当第２四半期末に比べ８０９千

円減少しました。 

②セグメント別業績 

開示すべき事項はありません。 

（２）財政状態に関する分析 

①財政状態の状況 

総資産は８，３２５千円となりました。現金及び預金や有価証券が減少したため、流動資産は当第２

四半期末に比べ７７５千円減少しました。また、有形固定資産の減価償却に伴い、固定資産は当第２四

半期末に比べ７１千円減少しました。 

総負債は７３７千円となりました。未払金が増加したため、流動負債は当第２四半期末に比べ２７千

円増加しました。また、長期借入金が減少したため、固定負債は当第２四半期末に比べ６４千円減少し

ました。なお、有利子負債は６３５千円となりました。 

純資産は７，５８９千円となり、自己資本比率は９１．２％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

開示すべき事項はありません。 

（３）当期の見通し 

当期の業績予想は、最近の決算短信で公表いたしました業績予想から変更ありません。 
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２．財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：円） 

 
前第３四半期末 
2013年 9月30日 

当第３四半期末 
2014年 9月30日 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 448,394 232,977 

有価証券 7,551,801 6,262,835 

未収金 4,980 5,741 

流動資産合計 8,005,175 6,501,553 

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置 488,082 418,514 

車両及び運搬具 434,851 224,887 

器具備品 79,520 70,760 

有形固定資産合計 1,002,453 714,161 

投資その他の資産   

長期貸付金 800,000 1,100,000 

長期前払費用 9,510 9,510 

投資その他の資産合計 809,510 1,109,510 

固定資産合計 1,811,963 1,823,671 

資産合計 9,817,138 8,325,224 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 254,052 254,052 

未払金 70,370 101,428 

流動負債合計 324,422 355,480 

固定負債   

長期借入金 635,132 381,080 

固定負債合計 635,132 381,080 

負債合計 959,554 736,560 

純資産の部   

自己資本 8,857,584 7,588,664 

純資産合計 8,857,584 7,588,664 

負債・純資産合計 9,817,138 8,325,224 
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（２）損益計算書 

該当事項はありません。 

（３）キャッシュ・フロー計算書 

該当事項はありません。 

（４）重要な会計方針 

最近の決算短信から重要な変更がないため開示を省略しております。 

（５）財務諸表に関する注記事項 

①貸借対照表 

（単位：円） 

項目 前第３四半期末 当第３四半期末 

有価証券の内訳   
債券   
第４３回個人向け利付国
債（変動・１０年） 

1,000,015 996,874 

株式   
アマナ（旧：アマナＨＤ） 76,500 90,700 
キユーピー 155,900 185,200 
ビックカメラ 46,450 103,400 
ソフト９９ 67,000 67,900 
大塚ＨＤ 284,600 378,000 
エステー ― 99,900 
ＪＸ 50,900 50,550 
ヤマハ 140,000 143,300 
イオン 135,100 109,200 
三菱ＵＦＪ 62,700 62,020 
ＡＲＭ 248,500 ― 
ＧＭＯ 127,600 95,400 
昭文社 ― 70,600 
ＣＳＰ 93,900 121,700 

投資信託   
ｅＭＡＸＩＳ 国内リー
トインデックス 

202,568 160,931 

ｅＭＡＸＩＳ 先進国株
式インデックス 

129,764 ― 

ｅＭＡＸＩＳ 先進国リ
ートインデックス 

192,665 156,912 

ｅＭＡＸＩＳ 新興国株
式インデックス 

593,948 464,552 

ＳＭＴ 新興国債券イン
デックス・オープン 

164,628 160,516 

ＳＭＴ 新興国株式イン
デックス・オープン 

372,055 325,108 

日本株式インデックスｅ 489,254 48,413 
日本債券インデックスｅ 545,017 258,234 
外国株式インデックスｅ 1,793,836 1,621,322 
外国債券インデックスｅ 578,901 492,103 

有形固定資産の減価償却累計
額 

1,685,954 1,757,446 

有利子負債残高 889,184 635,132 
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②損益計算書 

該当事項はありません。 

③キャッシュ・フロー計算書 

該当事項はありません。 
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３．その他 

該当事項はありません。 


