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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）平成22年３月期第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率につい
ては記載しておりません。 

(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 ％

23年3月期第2四半期 1,196 △35.8 △322 ― △288 ― △174 ―

22年3月期第2四半期 1,864 ― △49 ― △49 ― △25 ―

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

23年3月期第2四半期 △2,202.92 ―

22年3月期第2四半期 △317.04 ―

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

23年3月期第2四半期 4,649 3,325 71.5 42,092.11
22年3月期 5,261 3,542 67.3 44,839.23

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,325百万円 22年3月期  3,542百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00

23年3月期 ― 500.00

23年3月期 
（予想）

― 500.00 1,000.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 4,600 △6.1 570 △3.6 610 2.9 380 9.5 4,810.13

Owner
ＯＤＫロゴ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務
諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」を
ご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「２．その他の情報（１）重要な子会社の異動の概要」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 82,000株 22年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,000株 22年3月期  3,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 79,000株 22年3月期2Q 82,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期におけるわが国経済は、急激な円高や、世界経済の減速懸念等による景気下振れリスクが強まって

おり、デフレ影響も残る中、企業の設備過剰感は根強い状況にあります。情報サービス業界におきましても、企業

のＩＴ投資は、平成20年９月以降、低調裡に推移しております。 

〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成22年８月分確報）より〕  

 このような中、当社グループにおきましては、仮想化技術による機器統合やシナジー効果が期待できる事業者と

のアライアンス推進、動画付き電子書籍の提供等、事業の中期的発展に向け歩をすすめてまいりました。 

 当社の第２四半期の業績につきましては、前年度のホストコンピューターリプレースに係る機器販売の剥落影響

もあり、売上高は 千円（前年同四半期比 %減）となりました。 

 また、営業損失は 千円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常損失は 千円（前年同四半期

は経常損失 千円）、四半期純損失は 千円（前年同四半期は四半期純損失 千円）となりまし

た。 

 なお、当社事業は、大学入試業務等をはじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急増するといっ

た特性があります。このため、第２四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、他の四半期に比べ極めて低い水準

にとどまり、損失計上を余儀なくされる傾向にあります。 

  

 売上高の内訳は、次のとおりであります。 

＜システム運用＞ 

 システム災害復旧体制ネットワークの運用終了等により、 千円（前年同四半期比 %減）となり

ました。  

＜システム開発及び保守＞ 

 貸借情報システム構築等のほか、連結子会社の開発売上計上等により、 千円（同 %減）となりま

した。  

＜機械販売＞ 

   前年度のホストコンピューターリプレースに係るシステム機器販売の剥落等により、 千円（同 %

減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりまし

た。これは主に売上債権の減少によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に未払法人税等の減

少によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に利益剰余金の減

少によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期連結業績予想につきましては、平

成22年４月28日に公表いたしました連結業績予想と変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これによる、営業損失及び経常損失に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純損失は、 千円増加

しております。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,196,946 35.8

322,626 49,362 288,516

49,056 174,030 25,997

1,058,521 18.1

122,092 53.5

16,333 94.7

611,654 4,649,569

394,632 1,324,292

217,022 3,325,276

２．その他の情報

3,233



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 855,141 1,078,140

売掛金 397,418 1,097,950

有価証券 － 200,480

商品 84,376 4,313

仕掛品 331,621 32,147

繰延税金資産 226,356 87,851

その他 82,922 78,732

貸倒引当金 △2,303 △6,482

流動資産合計 1,975,535 2,573,132

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 174,882 194,462

工具、器具及び備品（純額） 93,516 107,647

リース資産（純額） 90,249 103,735

有形固定資産合計 358,649 405,845

無形固定資産   

のれん 141,922 150,031

ソフトウエア 178,265 137,919

リース資産 72,115 82,681

ソフトウエア仮勘定 15,000 61,063

その他 4,468 4,482

無形固定資産合計 411,770 436,179

投資その他の資産   

投資有価証券 661,893 569,086

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 293,588 316,837

長期預金 200,000 200,000

差入保証金 183,500 186,894

その他 64,683 73,287

貸倒引当金 △52 △39

投資その他の資産合計 1,903,614 1,846,066

固定資産合計 2,674,034 2,688,091

資産合計 4,649,569 5,261,224



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 140,944 79,329

リース債務 50,453 49,890

未払金 8,044 27,114

未払費用 90,569 94,026

未払法人税等 4,980 257,001

賞与引当金 135,539 137,508

その他 55,744 121,180

流動負債合計 486,277 766,049

固定負債   

リース債務 126,306 151,674

退職給付引当金 608,979 599,690

長期未払金 102,730 201,510

固定負債合計 838,015 952,875

負債合計 1,324,292 1,718,925

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 2,167,456 2,380,986

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,339,556 3,553,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,279 △10,787

評価・換算差額等合計 △14,279 △10,787

純資産合計 3,325,276 3,542,299

負債純資産合計 4,649,569 5,261,224



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,864,656 1,196,946

売上原価 1,561,816 1,122,267

売上総利益 302,839 74,679

販売費及び一般管理費 352,202 397,305

営業損失（△） △49,362 △322,626

営業外収益   

受取利息 4,140 2,214

受取配当金 172 35,219

その他 499 482

営業外収益合計 4,812 37,916

営業外費用   

支払利息 2,769 2,207

投資事業組合運用損 1,730 1,597

その他 5 1

営業外費用合計 4,505 3,806

経常損失（△） △49,056 △288,516

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,476 4,166

ゴルフ会員権売却益 602 －

特別利益合計 5,078 4,166

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,671

特別損失合計 － 2,671

税金等調整前四半期純損失（△） △43,977 △287,021

法人税、住民税及び事業税 △3,397 2,265

法人税等調整額 △14,582 △115,256

法人税等合計 △17,980 △112,990

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △174,030

四半期純損失（△） △25,997 △174,030



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


	ヘッダー1: 
	ヘッダー2: 
	ヘッダー3: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱ＯＤＫソリューションズ（3839）　平成23年３月期 第２四半期決算短信
	フッター1: 
	フッター2: 
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -


