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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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３四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3四半期 2,136 △27.4 △258 ― △224 ― △140 ―

22年3月期第3四半期 2,945 ― 43 ― 43 ― 24 ―

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3四半期 △1,772.69 ―

22年3月期第3四半期 297.93 ―

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3四半期 4,530 3,317 73.2 41,990.93
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3四半期  3,317百万円 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  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 4,150 △15.3 280 △52.6 310 △47.7 180 △48.1 2,278.48

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 
（注１） 業績予想につきましては、平成22年４月28日の決算発表時の業績予想から修正しております。詳しくは、本日（平成23年１月26日）公表の「業績予
想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
（注２） 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）３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）３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3Q  82,000株 22年3月期  82,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q  79,000株 22年3月期3Q 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３四半期におけるわが国経済は、新興国成長にともなう需要増加や政策効果等の下支えを背景に景気を持ち

直しつつありますが、デフレ影響をはじめとした下振れリスクは依然残っております。 

 情報サービス業界におきましては、平成20年９月以降、ＩＴ投資は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11月分速報）より〕  

 このような中、当社の第３四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

販売の剥落や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、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利益 千円）、経常損失は

千円（前年同四半期は経常利益 千円）、四半期純損失は 千円（前年同四半期は四半期純利益

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３四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、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＞ 

 ネットワークシステム開発の一部計上のほか、連結子会社でのシステム保守等により、 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３四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。これは主に現預金（長期預金含む）及び売上債権の減少、仕掛品（たな卸資産）が増加したことによるもので

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。   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

2,136,991

27.4 258,331 43,023

224,497 43,667 140,042

24,429

1,819,051 21.4

292,056 4.7

25,883 92.0

730,380 4,530,843

505,364 1,213,560

225,015 3,317,283



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年４月28日に公表いたしました平成23年３月期連結業績予想を以下のとおり修正しております。 

  

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

修正理由 

営業収益は、株式市況の低迷等を背景としたＩＴ投資抑制傾向の継続によって、証券会社向け不公正売買監視

システム「Watch21」の受託が当初の想定どおりに得られなかったこと及び学校法人向け情報処理アウトソーシン

グの新規受託が見送られたため、当初予想を下回る見込みです。 

営業利益、経常利益、純利益につきましても、営業収益の減収から予想を下回る見込みとなりました。 

  

なお、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。詳細につきましては、本日（平成23年１月26日）別途開示をいた

しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

（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。  

  営業収益 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）  

百万円

4,600

百万円

570

百万円

610

百万円 

 380

円 銭

 4,810 13

 今回修正予想（Ｂ）   4,150  280  310   180  2,278 48

 増減額（Ｂ－Ａ）   △450  △290  △300   △200  －

 増減率（％）  △9.8  △50.9  △49.2   △52.6 －

 （ご参考） 

 前期実績（平成22年３月期） 

  

4,900

  

591

  

 592

  

  347

  

 4,247 84

２．その他の情報

3,515



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 678,240 1,078,140

売掛金 704,614 1,097,950

有価証券 － 200,480

商品 75,809 4,313

仕掛品 373,782 32,147

繰延税金資産 207,750 87,851

その他 116,470 78,732

貸倒引当金 △4,141 △6,482

流動資産合計 2,152,525 2,573,132

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 165,092 194,462

工具、器具及び備品（純額） 92,265 107,647

リース資産（純額） 86,039 103,735

建設仮勘定 10,796 －

有形固定資産合計 354,194 405,845

無形固定資産   

のれん 137,867 150,031

ソフトウエア 165,556 137,919

リース資産 69,745 82,681

ソフトウエア仮勘定 15,000 61,063

その他 4,461 4,482

無形固定資産合計 392,630 436,179

投資その他の資産   

投資有価証券 506,907 569,086

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 284,747 316,837

長期預金 100,000 200,000

差入保証金 183,220 186,894

その他 56,664 73,287

貸倒引当金 △46 △39

投資その他の資産合計 1,631,493 1,846,066

固定資産合計 2,378,318 2,688,091

資産合計 4,530,843 5,261,224



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,564 79,329

リース債務 51,892 49,890

未払金 16,583 27,114

未払費用 98,999 94,026

未払法人税等 3,218 257,001

賞与引当金 64,769 137,508

その他 79,913 121,180

流動負債合計 402,942 766,049

固定負債   

リース債務 118,190 151,674

退職給付引当金 589,697 599,690

長期未払金 102,730 201,510

固定負債合計 810,618 952,875

負債合計 1,213,560 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 2,161,944 2,380,986

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,334,044 3,553,086

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,761 △10,787

評価・換算差額等合計 △16,761 △10,787

純資産合計 3,317,283 3,542,299

負債純資産合計 4,530,843 5,261,224



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,945,098 2,136,991

売上原価 2,355,134 1,825,117

売上総利益 589,963 311,874

販売費及び一般管理費 546,940 570,206

営業利益又は営業損失（△） 43,023 △258,331

営業外収益   

受取利息 5,471 2,539

受取配当金 210 35,332

その他 689 746

営業外収益合計 6,371 38,618

営業外費用   

支払利息 3,965 3,185

投資事業組合運用損 1,730 1,597

その他 31 1

営業外費用合計 5,727 4,784

経常利益又は経常損失（△） 43,667 △224,497

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,949 2,334

ゴルフ会員権売却益 602 －

特別利益合計 3,551 2,334

特別損失   

固定資産除却損 1,986 47

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 1,986 2,718

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

45,232 △224,882

法人税、住民税及び事業税 △8,355 2,970

法人税等調整額 29,158 △87,809

法人税等合計 20,802 △84,839

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △140,042

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24,429 △140,042



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
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