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平成 25 年５月 15 日 

各      位 

会社名 株式会社ウェッジホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 田代 宗雄 

（コード 2388 大証ＪＡＳＤＡＱ市場） 

問合せ先 執行役員    横山 幸弘 

（TEL 03 － 6225 － 2207） 

 

特別利益の発生および計上予定時期の変更並びに 

平成 25 年９月期第 2 四半期累計期間及び通期（連結・個別） 

業績予想の修正に関するお知らせ 

 
当社は、平成 25 年９月期第２四半期連結決算におきまして、特別利益が発生する見込みとなりまし

たので、その概要をお知らせするとともに、平成 25年３月 29 日にお知らせいたしました平成 25 年９

月期第２四半期連結決算における特別利益の計上予定時期につきまして変更を行いましたので、その

概要をお知らせいたします。 

あわせて、平成 24 年 11 月 14 日に公表いたしました平成 25 年９月期（平成 24 年 10 月１日～平成

25 年９月 30 日）の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして下記のとおり修正いたし

ましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 特別利益の計上およびその内容（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年３月 31 日） 

持分変動利益の計上 

 当社グループの連結子会社である Group Lease PCL.において新株予約権の行使が行われ、同社

の純資産が増加いたしました。当社グループの持分に相当する純資産の増加に伴い、持分変動利

益を特別利益として 118 百万円計上いたします。 

 

２． 特別利益の計上予定時期の変更およびその内容（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年３月 31 日） 

投資有価証券売却益の計上予定時期の変更 

 平成 25 年３月 29 日に開示いたしました投資有価証券の売却について、当社の連結財務諸表に

おいて 932 百万円を投資有価証券売却益として特別利益に計上する予定でしたが、契約内容並び

に資金の決済時期等を慎重に検討した結果、第３四半期連結会計期間に計上することが会計上適

切であることが判明したため、当第２四半期連結会計期間においては計上予定を変更し、第３四

半期連結会計期間に計上する予定といたしました。 

 また、特別利益の計上金額につきまして、平成 25 年３月 29 日時点の為替レートにより 932 百

万円としておりましたが、実際の取引日レートにより 10 億５百万円（前回と比較し 73 百万円増

加）を計上いたします。 
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３． 平成 25 年９月期 第２四半期連結累計期間業績予想の修正（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年３

月 31 日） 

 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想(A) 1,900 百万円 600 百万円 600 百万円 160 百万円 592.83 円

今回修正予想(B) 2,201 百万円 509 百万円 558 百万円 236 百万円 877.51 円

増減額(B－A) 301 百万円 △91 百万円 △42 百万円 76 百万円 

増減率（％） 15.8％ △15.2％ △7.0％ 47.5％ 

(ご参考)前期第 2四半期実績 

(平成24年9月期第2四半期) 1,586 百万円 442 百万円 490 百万円 128 百万円 475.98 円

 

４． 平成 25 年９月期 通期連結業績予想の修正（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年９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 

前回発表予想(A) 4,000 百万円 1,250 百万円 1,250 百万円 400 百万円 1,482.07 円

今回修正予想(B) 4,500 百万円 1,250 百万円 1,250 百万円 1,400 百万円 5,187.26 円

増減額(B－A) 500 百万円 －百万円 －百万円 1,000 百万円 

増減率（％） 12.5％ －％ －％ 250.0％ 

(ご参考)前期実績 

(平成 24 年９月期) 
3,319 百万円 842 百万円 894 百万円 172 百万円 638.31 円

 

５． 平成 25 年９月期 通期個別業績予想の修正（平成 24 年 10 月１日～平成 25 年９月 30 日） 

 

 
売上高 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

前回発表予想(A) 1,150 百万円 70 百万円 40 百万円 148.21 円 

今回修正予想(B) 850 百万円 △15 百万円 △75 百万円 △277.89 円 

増減額(B－A) △300 百万円 △85 百万円 △115 百万円  

増減率（％） △26.1％ △121.4％ △287.5％  

(ご参考)前期実績 

(平成 24 年９月期) 
1,107 百万円 38 百万円 16 百万円 61.31 円 
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６．修正の理由 

 平成 25 年９月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、国内の一部事業で予想を下回

ったものの海外のファイナンス事業収益が想定以上に伸張したことで総じては順調に推移し、売上高

は前回発表を 301 百万円上回る 22 億１百万円となりました。一方、ファイナンス事業の拡大に伴う先

行投資的費用の発生が想定を上回って推移したことから、営業利益は前回発表を 91 百万円下回る５億

９百万円、経常利益はそれらの要因に加え為替差益が 26 百万円発生したこと等により 42 百万円下回

る５億 58 百万円となりました。四半期純利益は前回発表を 76 百万円上回る２億 36 百万円となりまし

た。これは、経常利益までの要因に加え、持分変動利益を１億 18 百万円計上したことによります。 

 平成 25 年９月期通期連結業績予想につきましては、上半期までの達成状況を鑑み、売上高は前回発

表を５億円上回る 45 億円、営業利益及び経常利益は前回発表と同じ 12 億 50 百万円、当期純利益は前

回発表を 10 億円上回る 14 億円を予定しております。売上高は海外のファイナンス事業が順調に推移

し、一部事業売却等にともなう国内事業の減少分を補って伸張することを見込んでおります。営業利

益及び経常利益は、コンテンツ事業が上半期同様低調に推移する可能性があること、またファイナン

ス事業においても事業拡大にともなう先行投資的費用が発生していることおよび第３四半期から連結

予定であるカンボジアでの事業の収益貢献が不確定であること等を鑑み、現時点においては当初の見

込みを変更いたしません。当期純利益は投資有価証券売却益 10 億５百万円を計上することを織り込ん

でおります。 

 平成 25 年９月期通期個別業績予想につきましては、上半期までの達成状況並びに物販事業を期中に

譲渡したことを鑑み、売上高は前回発表を３億円下回る８億 50 百万円、経常利益は前回発表を 85 百

万円下回る△15 百万円、当期純利益は前回発表を１億 15 百万円下回る△75 百万円を予定しておりま

す。 

 

以  上 


