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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 939 ― 163 ― 140 ― 77 ―

20年3月期第3四半期 1,088 △2.6 284 △14.3 290 △15.4 143 △24.6

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 21.83 ―

20年3月期第3四半期 40.21 ―

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 1,860 1,406 75.6 395.26
20年3月期 2,710 1,487 54.9 417.75

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,406百万円 20年3月期  1,487百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

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  有  
 

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 1,210 △13.5 177 △48.2 147 △58.0 77 △58.6 21.82

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  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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  無  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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 
  ・本資料に記載されている業績の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。 
  ・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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  3,570,000株 20年3月期  3,570,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  12,466株 20年3月期  8,232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  3,557,999株 20年3月期第3四半期  3,568,959株



  

（1）業績の状況 

 当第3四半期連結累計期間（9ヶ月）におけるわが国経済は、2008年秋以降、米国経済の減速と金融危機の影響

を受けて激変し、景気後退がこれまでの予想を超える早さで進行しています。国内外の急速な需要の冷え込みに

加え、急激な円高等に直面して企業収益は大幅に悪化し、先行きに対する警戒感から投資抑制や雇用調整への動

きが強まりつつあります。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）の当第3四半期連結

累計期間（9ヶ月）の業績は、再販業務支援売上においては、リースを受けている会社の車両費抑制から再リース

率が増加し、リースアップ車両が減少したこと、および全世界的な需要の減少と円高による輸出バイヤーの激減

により、入札会出品台数が伸び悩み49,295台となり、その結果同業務の売上高は769,619千円となりました。尚、

この再販業務支援売上には2008年10月より新規事業として開始した産業機器やオフィス機器等の一般リースアッ

プ物件の再販に係る売上を含んでおります。 

 一方、システム業務支援売上は新規顧客増による定期的なシステムレンタル収入増に加え、新規開発案件等の 

売上寄与により169,715千円となりました。 

 以上の結果、当第3四半期連結累計期間(9ヶ月）における売上高は939,335千円となりました。 

 販売費及び一般管理費は、社内利用システムの導入に伴う減価償却費の増加や研究開発費の増加等により全体

として363,095千円となり、営業利益は163,893千円となりました。経常利益では短期貸付債権に対する回収不能

見込金額24,466千円を貸倒引当金として計上したため、140,900千円となりました。これに特別損益及び法人税等

を加減した第3四半期純利益は77,665千円となりました。 

  

  

   当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末より849,675千円減少し、1,860,466千円となりました。そ 

 の主な要因としましては、現金及び預金の減少額779,488千円、仕入債務の減少額630,499千円によるものでありま 

 す。 

  なお、純資産は1,406,156千円となり、自己資本比率は75.6％となりました。 

  

  (キャッシュ・フローの状況） 

    当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は880,699千円となり、前連結会計年度末と比 

   較して799,124千円の減少となりました。 

    「営業活動によるキャッシュ・フロー」は576,402千円の支出となりました。主なプラス要因は、税金等調整前 

   四半期純利益141,495千円、減価償却費計上額59,524千円等であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額 

   630,499千円等であります。 

    「投資活動によるキャッシュ・フロー」は112,652千円の支出となりました。主な要因は、投資有価証券の売却

      による収入101,411千円、無形固定資産の取得による支出70,129千円、定期預金の預入による支出70,000千円、貸 

   付による支出60,000千円等であります。 

  

    「財務活動によるキャッシュ・フロー」は109,996千円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額 

    106,817千円によるものです。 

   

  今後のわが国経済は、世界経済の急速な悪化に伴い、輸出の大幅な減少、企業収益の悪化、企業の投資抑制等、い
っそう厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況を踏まえ、平成20年5月9日公表の通期業績予想を下記の通り修正いたしました。詳細は本日（平 

成21年2月6日）公表いたしました「平成21年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正並びに配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。  

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 

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 

   （単位：百万円） 

  連結 

売上高 1,210

営業利益 177

経常利益 147

当期純利益 77



  

  該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。  

   

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 

（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「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）を第１四半期連結会計期間

    から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

    ます。 

     これによる、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

    ③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よって

    おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準 

    の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に 

    係る会計処理によっております。 

     この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に5,345千円計上されております。 

    また、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

     なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸 

    借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  



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 825,728 1,605,216

売掛金 58,031 74,224

営業未収入金 231 30,167

有価証券 124,971 124,607

商品 1,714 38

仕掛品 6,090 3,465

貯蔵品 452 513

その他 68,656 42,232

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 1,085,864 1,880,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 174,046 145,975

減価償却累計額 △39,126 △26,138

建物及び構築物（純額） 134,919 119,836

車両運搬具 8,817 8,817

減価償却累計額 △4,492 △3,131

車両運搬具（純額） 4,325 5,685

工具、器具及び備品 89,417 64,325

減価償却累計額 △48,201 △34,189

工具、器具及び備品（純額） 41,215 30,136

リース資産 5,345 －

減価償却累計額 △716 －

リース資産（純額） 4,628 －

有形固定資産合計 185,089 155,658

無形固定資産 152,507 123,962

投資その他の資産   

投資有価証券 179,871 359,963

その他 281,599 190,104

貸倒引当金 △24,466 －

投資その他の資産合計 437,004 550,068

固定資産合計 774,602 829,689

資産合計 1,860,466 2,710,141



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,985 29,216

営業未払金 271,996 892,265

未払法人税等 4,423 94,577

賞与引当金 8,853 14,620

その他 35,807 80,528

流動負債合計 340,067 1,111,208

固定負債   

退職給付引当金 11,797 9,364

役員退職慰労引当金 98,820 92,493

負ののれん 97 194

その他 3,526 8,936

固定負債合計 114,242 110,988

負債合計 454,309 1,222,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,445 191,445

資本剰余金 191,230 191,230

利益剰余金 1,017,762 1,046,949

自己株式 △8,690 △6,278

株主資本合計 1,391,746 1,423,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,081 64,598

為替換算調整勘定 △17,671 －

評価・換算差額等合計 14,410 64,598

純資産合計 1,406,156 1,487,944

負債純資産合計 1,860,466 2,710,141



（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 939,335

売上原価 412,347

売上総利益 526,988

販売費及び一般管理費 363,095

営業利益 163,893

営業外収益  

受取利息 2,515

受取配当金 4,387

負ののれん償却額 97

保険解約益 411

受取賃貸料 1,257

受取事務手数料 1,290

その他 1,199

営業外収益合計 11,159

営業外費用  

支払利息 71

保険解約損 155

持分法による投資損失 5,713

投資事業組合損失 1,408

賃貸借契約解約損 2,000

貸倒引当金繰入額 24,466

その他 337

営業外費用合計 34,152

経常利益 140,900

特別利益  

投資有価証券売却益 1,008

特別利益合計 1,008

特別損失  

固定資産除却損 412

特別損失合計 412

税金等調整前四半期純利益 141,495

法人税、住民税及び事業税 60,033

法人税等調整額 3,796

法人税等合計 63,830

四半期純利益 77,665



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 141,495

減価償却費 59,524

引当金の増減額（△は減少） 27,460

受取利息及び受取配当金 △6,902

支払利息 71

持分法による投資損益（△は益） 5,713

保険解約損益（△は益） △300

固定資産除却損 412

売上債権の増減額（△は増加） 46,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,539

仕入債務の増減額（△は減少） △630,499

前受金の増減額（△は減少） △21,367

その他 △21,871

小計 △407,675

利息及び配当金の受取額 6,902

利息の支払額 △71

法人税等の支払額 △175,558

営業活動によるキャッシュ・フロー △576,402

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △70,000

定期預金の払戻による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △55,972

無形固定資産の取得による支出 △70,129

投資有価証券の売却による収入 101,411

差入保証金の差入による支出 △6,842

差入保証金の回収による収入 3,000

貸付けによる支出 △60,000

貸付金の回収による収入 35,533

保険積立金の積立による支出 △40,585

保険解約による収入 932

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,652

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △106,817

自己株式の取得による支出 △2,411

リース債務の返済による支出 △767

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △799,124

現金及び現金同等物の期首残高 1,679,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 880,699



 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。 

  

 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） 

  当社グループは、再販業務支援、システム業務支援を融合した、不可分一体の事業として行っているため、

 事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

  

     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） 

  本邦以外の国又は、地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

 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） 

  当社グループの海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

  

 該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

６．その他の情報 



   

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目  

前年同四半期
（平成20年3月期 

  第3四半期連結累計期間） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,088,379

Ⅱ 売上原価  451,455

売上総利益  636,924

Ⅲ 販売費及び一般管理費  352,856

営業利益  284,067

Ⅳ 営業外収益  9,186

Ⅴ 営業外費用  2,561

経常利益  290,691

Ⅵ 特別利益  816

Ⅶ 特別損失  385

税金等調整前四半期純利益  291,122

税金費用  147,603

四半期純利益  143,518



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

         前年同四半期           

     （平成20年3月期       

    第3四半期連結累計期間） 

区分    金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

      税金等調整前四半期純利益 291,122  

      減価償却費 42,559  

      引当金の増減額（減少：△） 4,526  

      受取利息及び受取配当金 △6,175  

      支払利息 307  

      保険解約益 155  

      固定資産売却益   △815  

      固定資産除却損 385  

    売掛債権の増減額（増加：△） 85,143  

      たな卸資産の増減額（増加：△） 2,374  

      仕入債務の増減額（減少：△）   △433,311  

      その他   △34,776  

          小計 △48,502  

      利息及び配当金の受取額 6,175  

      利息の支払額  △307  

      法人税等の支払額   △159,437  

    営業活動によるキャッシュ・フロー   △202,072  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

      有形固定資産の取得による支出   △42,275  

    有形固定資産の売却による収入 1,286  

      無形固定資産の取得による支出   △35,704  

      投資有価証券の取得による支出 △59,370  

      投資有価証券の売却による収入 45,703  

      定期預金の預入による支出  △50,000  

      その他投資等の取得による支出  △7,012  

      その他投資等の売却による収入 1,934  

    投資活動によるキャッシュ・フロー △145,437  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

      配当金の支払額 △106,956  

      自己株式取得による支出 △4,585  

    財務活動によるキャッシュ・フロー △111,542  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 30  

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △459,021  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,762,497  

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,303,475  



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

       当社グループは、車両再販業務支援、システム業務支援、営業業務支援を融合した、不可分一体の事業と

      して行っているため、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

      当社グループの事業は全て国内で行われており、該当事項はありません。  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

      当社グループは、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 


	システム・ロケーション株式会社（2480） 平成21年3月期　第3四半期決算短信: システム・ロケーション株式会社（2480） 平成21年3月期　第3四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


