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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） 

 

(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 4,268 6.1 359 3.6 390 0.8 205 6.7
22年3月期第3四半期 4,022 △8.0 347 △44.4 387 △42.5 192 △52.8

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 30.03 ―

22年3月期第3四半期 28.15 ―

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 13,494 11,003 80.8 1,590.85
22年3月期 13,832 11,007 78.8 1,591.12

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  10,902百万円 22年3月期  10,906百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

30.00 30.00

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 5,908 0.7 878 18.0 927 16.3 519 19.0 75.80



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいております。予想に
内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における内外の状況等の変化により、実際の業績は見通しと異なる場合があります。業績予想の利
用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績に関する定性的な情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「２.その他の情報」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 7,700,000株 22年3月期  7,700,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  846,617株 22年3月期  845,681株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 6,853,895株 22年3月期3Q 6,854,997株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、堅調な外需の影響やエコポイント等の政策効果もあり、基調

的には足踏み状況ながらも、引き続き改善傾向がみられております。 

 情報サービス産業に関しては、緩やかながらも市場の拡大が始まり、景気の回復感が垣間見られます。 

当社の状況については、第３四半期各月(10月から12月)ともに好調な売上であり、前年同期比で増収となっており

ます。更に前々年同期比と比較しても、11月、12月が増収となり、所謂リーマンショック後では最良の状況となっ

ております。 

 これは、当社製品の需要動向に影響を与えるデスクトップPCの販売において、「WindowsXP」モデルの販売終了

に伴い活発化した「Windows７」対応モデルへの更新需要が顕在化したことに当社が対応できた成果であり、他に

も、制度改正を背景として「公益法人会計」ソフトが好調に売上を伸ばしたことや、クラウドビジネスとしての

「PCA for SaaS （サース＝サービス型ソフトウェア）が引き続き堅調な伸びを見せたことなども背景に挙げるこ

とができます。 

 また、当社は永年協力関係にあるナゴヤピーシーエー株式会社より営業権を譲り受け、昨年12月14日付で、名古

屋支店を中心とする中部営業部を設立いたしました。東海、北陸地区における当該営業強化が、同地区での売上状

況にも好影響を与えております。 

 一方、利益面では、中部営業部設立に関わる経費増が短期的にはマイナス要因となり、新シリーズ開発に伴う研

究開発費計上額の増加や、連結対象会社における大型案件の先送りの影響等により、微増にとどまりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 4,268百万円（前年同期比 6.1％増）、

営業利益 359百万円（前年同期比 3.6％増）、経常利益 390百万円（前年同期比 0.8％増）、四半期純利益 

205百万円（前年同期比 6.7％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期における財政状態（連結）の変動状況におきましては、当社グループの財政状態に重要な影響を及

ぼすような事象等の特段の記載を要するものはございません。 

 総資産は、法人税等の支払などにより、前連結会計年度末に比べ338百万円の減少となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の評価差額等により、（同）3百万円の減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年5月13日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

  

（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 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

（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。これに伴う営業利益、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ありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,489 6,816

受取手形及び売掛金 795 901

たな卸資産 5 5

繰延税金資産 524 584

その他 117 71

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 6,930 8,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,448 1,475

土地 2,794 2,794

その他（純額） 42 49

有形固定資産合計 4,285 4,319

無形固定資産   

のれん 164 117

その他 52 94

無形固定資産合計 217 212

投資その他の資産   

長期預金 1,200 200

その他 864 726

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 2,061 923

固定資産合計 6,564 5,455

資産合計 13,494 13,832

負債の部   

流動負債   

買掛金 97 132

前受収益 1,153 1,257

未払法人税等 － 238

賞与引当金 37 126

役員賞与引当金 9 17

その他 378 362

流動負債合計 1,675 2,135

固定負債   

長期前受収益 62 57

長期未払金 190 118

退職給付引当金 396 357

役員退職慰労引当金 164 156

固定負債合計 814 689

負債合計 2,490 2,825



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 890 890

資本剰余金 1,919 1,919

利益剰余金 9,159 9,159

自己株式 △1,037 △1,036

株主資本合計 10,932 10,932

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29 △26

評価・換算差額等合計 △29 △26

少数株主持分 101 100

純資産合計 11,003 11,007

負債純資産合計 13,494 13,832



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 4,022 4,268

売上原価 1,347 1,436

売上総利益 2,675 2,832

販売費及び一般管理費 2,327 2,472

営業利益 347 359

営業外収益   

受取利息 24 16

受取配当金 1 0

受取賃貸料 13 12

その他 2 2

営業外収益合計 41 31

営業外費用   

固定資産除却損 1 0

その他 0 0

営業外費用合計 1 0

経常利益 387 390

税金等調整前四半期純利益 387 390

法人税、住民税及び事業税 211 215

法人税等調整額 △22 △34

法人税等合計 189 181

少数株主損益調整前四半期純利益 198 209

少数株主利益 5 3

四半期純利益 192 205



 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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