
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＪＳＣ 上場取引所 JQ 
コード番号 3822 URL http://www.jscnet.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長兼最高執行役員 （氏名） 長澤信吾
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役兼専務執行役員 （氏名） 宮崎太加志 TEL 03-3982-5981

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 5,024 ― 227 ― 231 ― 123 ―
20年3月期第3四半期 4,966 1.5 174 △58.2 189 △55.1 131 △46.7

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

21年3月期第3四半期 60.51 ―
20年3月期第3四半期 64.54 ―

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

21年3月期第3四半期 2,755 1,743 63.3 854.76
20年3月期 2,544 1,658 65.2 813.16

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,743百万円 20年3月期  1,658百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 7,050 5.1 320 34.2 323 27.0 187 19.2 91.67

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素等の要因により、実際の業績は記載の見通しとは異な
る可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  2,040,000株 20年3月期  2,040,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  62株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  2,039,953株 20年3月期第3四半期  2,040,000株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、金融不安等を背景とした世界的な景気の後退をうけて、輸出

と生産の減少傾向が加速し、これに伴い、企業収益も大幅な悪化が見込まれる事態となりました。 

 情報サービス産業におきましても、企業における情報化投資の抑制の動きが顕在化し、予定案件の先送り、料金の

全般的な見直し要請が進む等の厳しい事業環境にあります。 

 このような状況の下で、当社グループは、サービスの高付加価値化を目指し、前連結会計年度より取り組んでいる

自立化・請負化を積極的に推進して参りました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高は 千円（前年同期比1.2％増）とな

り、営業利益は 千円（同30.6％増）、経常利益は 千円（同22.0％増）、四半期純利益は 千円

（同6.3％減）となりました。 

 なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

   

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、総資産は、 千円となり、前連結会計年度末に比べ

210,935千円の増加となりました。 

 流動資産は、193,491千円の増加となりました。これは主に現金及び預金が133,924千円増加したこと、受取手形及

び売掛金が68,253千円増加したこと、商品が12,469千円増加したこと、仕掛品が7,181千円増加したこと、繰延税金

資産が43,201千円減少したことによるものであります。 

 固定資産は、17,444千円の増加となりました。これは主にのれんが償却により10,245千円減少したこと、無形固定

資産その他が償却により8,658千円減少したこと、投資有価証券が株式の取得等により34,644千円増加したことによ

るものであります。 

 負債につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ126,131千円の増加となりました。 

 流動負債は、125,207千円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が40,115千円増加したこと、短期

借入金が調達により100,000千円増加したこと、賞与引当金が95,130千円減少したこと、役員賞与引当金が12,700千

円減少したことによるものであります。 

 固定負債は、923千円の増加となりました。これは主に役員退職慰労引当金が支払および役員退職慰労金の打切り

支給にともない29,840千円を長期未払金に計上したことにより37,174千円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、 千円となり、前連結会計年度末に比べ84,804千円の増加となりました。 

これは主に利益剰余金が82,628千円増加したことによるものであります。 

  

  

 平成20年９月17日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

簡便な会計処理 

1.一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

2.棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

5,024,784

227,594 231,530 123,428

２．連結財政状態に関する定性的情報 

2,755,290

1,011,638

1,743,652

３．連結業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）期中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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2.重要な資産の評価基準および評価方法の変更 

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりま 

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については 

収益性の低下に基づく薄価切下げの方法）により算定しております。 

  これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,189,088 1,055,164

受取手形及び売掛金 799,797 731,543

商品 16,809 4,339

仕掛品 11,348 4,167

繰延税金資産 36,072 79,274

その他 40,005 25,096

貸倒引当金 △1,728 △1,683

流動資産合計 2,091,393 1,897,901

固定資産   

有形固定資産 27,540 26,718

無形固定資産   

のれん 51,227 61,473

その他 32,856 41,514

無形固定資産合計 84,084 102,987

投資その他の資産   

投資有価証券 304,893 270,249

繰延税金資産 102,078 97,580

その他 152,591 156,008

貸倒引当金 △7,291 △7,091

投資その他の資産合計 552,272 516,746

固定資産合計 663,897 646,452

資産合計 2,755,290 2,544,354

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 326,854 286,738

短期借入金 200,000 100,000

未払法人税等 8,108 7,468

賞与引当金 34,931 130,061

役員賞与引当金 － 12,700

その他 237,246 144,964

流動負債合計 807,140 681,933

固定負債   

退職給付引当金 174,657 166,398

役員退職慰労引当金 － 37,174

長期未払金 29,840 －

固定負債合計 204,497 203,573

負債合計 1,011,638 885,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,250 512,250

資本剰余金 209,700 209,700

利益剰余金 1,046,827 964,198

自己株式 △40 －

株主資本合計 1,768,736 1,686,148

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,084 △27,300

評価・換算差額等合計 △25,084 △27,300

純資産合計 1,743,652 1,658,848

負債純資産合計 2,755,290 2,544,354
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,024,784

売上原価 4,336,238

売上総利益 688,545

販売費及び一般管理費 460,950

営業利益 227,594

営業外収益  

受取利息 1,472

有価証券利息 15

受取配当金 2,636

その他 1,400

営業外収益合計 5,524

営業外費用  

支払利息 1,158

雑損失 430

営業外費用合計 1,589

経常利益 231,530

特別損失  

投資有価証券評価損 10,792

貸倒引当金繰入額 245

特別損失合計 11,037

税金等調整前四半期純利益 220,492

法人税、住民税及び事業税 59,881

法人税等調整額 37,183

法人税等合計 97,064

四半期純利益 123,428
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 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 

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

区分 

前年同四半期    
（平成20年３月期 
 第３四半期）   

金額（千円）  

Ⅰ 売上高    4,966,856

Ⅱ 売上原価    4,389,989

売上総利益    576,866

Ⅲ 販売費及び一般管理費    402,556

営業利益    174,309

Ⅳ 営業外収益    18,267

受取利息  1,443

有価証券利息  4,519

受取配当金  1,914

受取手数料  774

保険解約返戻金  9,038

その他  577

Ⅴ 営業外費用    2,720

支払利息  2,206

その他  513

経常利益    189,856

Ⅵ 特別利益    36,349

役員保険解約返戻金  36,349

税金等調整前四半期純利益    226,206

税金費用    94,547

四半期純利益    131,658
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