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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 6,698 0.5 268 △8.0 271 △8.7 151 △9.5
21年3月期第3四半期 6,664 ― 291 ― 297 ― 167 ―

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

22年3月期第3四半期 7,037.91 ―
21年3月期第3四半期 7,773.20 ―

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

22年3月期第3四半期 3,191 2,233 70.0 103,462.75
21年3月期 3,225 2,150 66.7 99,595.94

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,233百万円 21年3月期  2,150百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 3,228.00 3,228.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
2,200.00 2,200.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 8,203 △7.9 280 △28.3 286 △28.2 157 △30.6 7,286.66
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(2) 四半期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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第3四半期 21,590株 21年3月期  21,590株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 21,590株 21年3月期第3四半期 21,590株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.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３四半期累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、外需主導による
生産活動に持ち直しの兆しは見られるものの、円高やデフレへの不安がくすぶるなか、依然として景気不
安は根強く、設備投資の抑制や雇用情勢の更なる悪化など、引き続き厳しい状況で推移しております。 
このような状況の下、当社におきましては前年同四半期に対し、人材派遣ビジネスを主力とするＢＰＯ

サービス事業の売上が減少しましたが、システムソリューションサービス事業において特需や受託開発案
件の受注が順調に推移し売上が増加したことから、当第３四半期累計期間における売上高は6,698百万円
（前年同四半期比0.5％増）となりました。 
一方、ＢＰＯサービス事業において契約単金の低下や人材派遣業務の縮小による退職予定派遣スタッフ

の有給休暇取得が多発するなどから売上総利益率が低下した結果、営業利益268百万円（前年同四半期比
8.0％減）、経常利益271百万円（同8.7％減）、四半期純利益は151百万円（同9.5％減）となりました。 

事業のサービス別の売上高状況は、次のとおりであります。 
                                         （百万円未満切捨て）

 
①システムソリューションサービス事業 

共済系システムのハード更改受注による売上特需や受託開発案件の受注による売上が順調に推移した

ことから、売上高は2,053百万円（前年同四半期比18.6％増）となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

アウトソーシング業務におけるＢフレッツ販売サポート業務の受注減少、また、契約単金の引下げや

取引先業務の縮小等の影響により、売上高は4,644百万円（前年同四半期比5.8％減）となりました。 

  

（資産の部） 

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して33百万円減少し、3,191百万円となり
ました。 
 流動資産は、前事業年度末と比較して39百万円減少し、3,094百万円となりました。その主な要因は、
売掛金が127百万円減少したこと、現金及び預金70百万円及び仕掛品26百万円が増加したこと等でありま
す。 
 固定資産は、前事業年度末と比較して5百万円増加し、97百万円となりました。その主な要因は、有形
固定資産が11百万円増加し、無形固定資産1百万及び投資その他の資産3百万円が減少したこと等でありま
す。 

（負債の部） 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して116百万円減少し、958百万円となりま
した。 
 流動負債は、前事業年度末と比較して113百万円減少し、934百万円となりました。その主な要因は、買
掛金60百万円、未払法人税等47百万円及び未払金32百万円が減少したこと、預り金が32百万円増加したこ
と等であります。 
 固定負債は、前事業年度末と比較し2百万円減少し、23百万円となりました。その主な要因は、長期未
払金8百万円の減少並びに役員退職慰労引当金5百万円の増加によるものであります。 

（純資産の部） 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して83百万円増加し、2,233百万円とな
りました。その主な要因は、当第３四半期純利益151百万円及び配当金の支払い69百万円等であります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

22年3月期
第3四半期累計期間

21年3月期
第3四半期累計期間

増減
（参考）

前事業年度

金額 比率 金額 比率 金額
増減 
比率

金額 比率

システムソリューション 
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2,053 30.7 1,731 26.0 322 18.6 2,366 26.6

ＢＰＯサービス 4,644 69.3 4,933 74.0 △288 △5.8 6,534 73.4

合    計 6,698 100.0 6,664 100.0 33 0.5 8,901 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

データリンクス㈱（2145）平成22年3月期　第３四半期決算短信（非連結）

－3－



当第３四半期累計期間における業績は、概ね当初予想通り推移しております。通期の業績予想につきま
しては、情報セキュリティ強化に伴うシステム投資の計画や今後の景気動向、ビジネス環境の変化が不透
明であることから現時点におきましては、平成21年5月13日付の「平成21年3月期 決算短信（非連結）」
で公表致しました業績予想に変更はございません。 
 なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 

  

①簡便な会計処理 

ア．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期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、前事業年度末の実地

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

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

イ．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

受注制作のソフトウェア及び請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適

用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を

第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手した契約から、当第３四半期会計期間末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期累計期間の売上高が41百万円増加

し、営業利益及び経常利益並びに税引前四半期純利益が、それぞれ8百万円増加しております。 

  
  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,744,590 1,674,307

売掛金 1,189,946 1,317,767

仕掛品 34,602 8,094

貯蔵品 1,934 1,483

繰延税金資産 117,217 117,217

その他 13,012 22,212

貸倒引当金 △6,960 △7,697

流動資産合計 3,094,345 3,133,386

固定資産   

有形固定資産 18,949 7,668

無形固定資産 1,310 2,839

投資その他の資産 77,333 81,148

固定資産合計 97,593 91,656

資産合計 3,191,938 3,225,043

負債の部   

流動負債   

買掛金 127,337 187,388

未払金 467,829 500,475

未払法人税等 39,139 86,280

賞与引当金 133,887 132,090

役員賞与引当金 5,775 7,000

その他 160,772 135,351

流動負債合計 934,739 1,048,585

固定負債   

長期未払金 832 9,021

役員退職慰労引当金 22,605 17,160

固定負債合計 23,437 26,181

負債合計 958,177 1,074,767

純資産の部   

株主資本   

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,710,438 1,628,182

株主資本合計 2,228,486 2,146,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,274 4,046

評価・換算差額等合計 5,274 4,046

純資産合計 2,233,760 2,150,276

負債純資産合計 3,191,938 3,225,043
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年 4月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年 4月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,664,543 6,698,342

売上原価 5,946,315 6,022,865

売上総利益 718,227 675,476

販売費及び一般管理費 426,765 407,316

営業利益 291,462 268,160

営業外収益   

受取利息 4,337 2,955

有価証券利息 1,277 －

その他 359 356

営業外収益合計 5,973 3,311

経常利益 297,436 271,472

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 737

特別利益合計 － 737

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,369

固定資産除却損 137 638

ゴルフ会員権評価損 50 －

減損損失 － 1,528

特別損失合計 187 3,536

税引前四半期純利益 297,248 268,672

法人税、住民税及び事業税 129,425 116,724

四半期純利益 167,823 151,948
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年 4月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年 4月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 297,248 268,672

減価償却費 4,241 2,188

貸倒引当金の増減額（△は減少） 537 △737

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,565 1,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,697 5,445

受取利息及び受取配当金 △5,889 △3,255

売上債権の増減額（△は増加） △93,679 127,820

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,209 △26,959

仕入債務の増減額（△は減少） 7,594 △60,050

未払金の増減額（△は減少） 4,156 △32,621

その他 30,206 35,022

小計 226,074 317,321

利息及び配当金の受取額 3,898 3,927

法人税等の支払額 △209,623 △162,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,349 158,519

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 △629 △14,133

無形固定資産の取得による支出 △2,515 －

敷金の差入による支出 － △2,317

貸付けによる支出 － △5,000

貸付金の回収による収入 － 2,500

その他 △282 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,427 △18,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △77,276 △69,286

財務活動によるキャッシュ・フロー △77,276 △69,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,355 70,282

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,427 1,674,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,591,071 1,744,590
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当第３四半期累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日） 
 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) 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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当第３四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当第３四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの２種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 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 

販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

  

  

6. その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

 ① 生産実績

サービス別の名称 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 1,741,488 102.0

合  計 1,741,488 102.0

 ② 受注実績

サービス別の名称 受注高(千円) 前年同四半期比
（％）

受注残高(千円) 前年同四半期比
（％）

システムソリューションサービス 1,590,179 115.4 440,557 87.2

ＢＰＯサービス 4,006,756 101.8 1,190,110 75.9

合  計 5,596,936 105.4 1,630,667 78.6

 ③ 販売実績

サービス別の名称 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

システムソリューションサービス 2,053,884 118.6

ＢＰＯサービス 4,644,457 94.2

合  計 6,698,342 100.5
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