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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 629 △19.4 △8 ― △11 ― △79 ―

22年3月期第3四半期 780 △16.9 84 △48.7 83 △41.0 34 △55.5

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 △22.65 ―

22年3月期第3四半期 9.73 ―

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 1,634 1,270 77.8 360.15
22年3月期 1,958 1,400 71.5 396.90

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,270百万円 22年3月期  1,400百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 10.00

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 807 81.7 △35 ― △35 ― △164 ― △46.75



(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、四半期
財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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業績見通し等の将来に関する記述は、当社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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P3「その他」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 3,570,000株 22年3月期  3,570,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  41,404株 22年3月期  41,366株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,528,603株 22年3月期3Q 3,550,034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わが国経済は、日本政府の経済対策効果の終了や縮小による影響とともに、

   急激な円高ドル安をうけて、景気回復の継続に一服感が見られる状況となっております。 

 当社グループの主要顧客層であるオートリース会社を中心とした自動車関連ファイナンス業界では、リース期間

を終えた車両の入札会への出品台数の減少には底打ち感があるものの、いまだ低位に推移しており、当社グループ

の入札会事業での売上回復には至っておりません。 

  このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、入札会における出品台数の減少が継続して

いることにより、再販業務支援売上は前年同期比25.7％減の386,220千円となりました。 

 一方、システム業務支援売上は定期的なシステムレンタル収入が順調に増加してきております。しかしながら前

年同期対比では、単発的な新規開発案件の減少による売上減を補うに至らず、前年同期比では6.8％減の243,352千

円となりました。   

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は629,573千円で前年同期比19.4％の減収となりまし

た。販売費及び一般管理費は、前年同期比での人員減と全社的なコスト削減活動の継続効果ならびに本社移転によ

る賃料削減により、前年同期比2.3％減の323,954千円となったものの、営業損失としては8,486千円（前年同期は

営業利益84,029千円）となり、経常損失は11,395千円（前年同期は経常利益83,193千円）となりました。なお、特

別損失として、第２四半期までの損失に加え、繰延税金資産の取り崩しをおこなったことにより、法人税等を加味

した四半期純損失は79,927千円（前年同期は34,549千円の四半期純利益）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における総資産は、前連結会計年度末より323,905千円減少し、1,634,516千円とな

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469,122千円、仕入債務の減少額226,447千円による

ものであります。 

  なお、純資産は1,270,837千円となり、自己資本比率は77.8％となりました。  

      

     （キャッシュ・フローの状況） 

    第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は553,905千円となり、前連結会計年度末と比較 

   して569,051千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174,910千円の支出（前年同期比132.2％増）となりました。 

   主なプラス要因は、減価償却費の計上57,651千円及び売上債権の減少額45,311千円であり、主なマイナス要因は、

   税金等調整前四半期純損失の計上38,995千円及び仕入債務の減少額226,447千円であります。 

    

    「投資活動によるキャッシュ・フロー」は340,183千円の支出（前年同期比692.6％増）となりました。主 

       なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出218,373千円、定期預金の預入による支出100,000千円であ 

    ります。 

  

    「財務活動によるキャッシュ・フロー」は53,884千円の支出（前年同期比5.0％減）となりました。主な要因 

   は、配当金の支払額52,889千円によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

     第３四半期業績は、上述の通り前年同期に比べ厳しい状況ではありますが、平成22年11月5日付で修正した業 

    績予予想との大幅な乖離は生じておりませんので、同業績予想数値に対する変更はありません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

 ・会計処理基準に関する事項の変更  

   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。これにより、営業損失及び経常損失は6,124千円、税金等調整前四半期純損失では 

 5,541千円増加しております。また会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17,954千円でありま 

 す。  

  

 ・表示方法の変更 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の 

 適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示して 

 おります。 

  

  

（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。 

  

  

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：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 528,692 997,815

売掛金 45,517 55,817

営業未収入金 32 35,043

有価証券 125,212 125,141

商品及び製品 79 924

原材料及び貯蔵品 421 507

その他 82,984 32,968

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 782,939 1,248,216

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 230,047 154,972

減価償却累計額 △56,142 △52,732

建物及び構築物（純額） 173,905 102,239

車両運搬具 11,626 11,626

減価償却累計額 △7,824 △6,285

車両運搬具（純額） 3,802 5,341

工具、器具及び備品 85,152 91,674

減価償却累計額 △69,535 △67,508

工具、器具及び備品（純額） 15,617 24,165

土地 120,430 －

リース資産 5,345 5,345

減価償却累計額 △3,173 △2,252

リース資産（純額） 2,171 3,093

有形固定資産合計 315,928 134,839

無形固定資産 117,979 129,744

投資その他の資産   

投資有価証券 169,607 172,534

保険積立金 188,150 182,458

その他 84,378 115,093

貸倒引当金 △24,466 △24,466

投資その他の資産合計 417,669 445,620

固定資産合計 851,577 710,205

資産合計 1,634,516 1,958,421



（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 14,019 23,805

営業未払金 121,360 338,022

未払法人税等 2,885 8,776

賞与引当金 6,819 9,892

その他 33,206 51,122

流動負債合計 178,291 431,618

固定負債   

退職給付引当金 18,553 15,549

役員退職慰労引当金 114,797 108,854

資産除去債務 9,923 －

その他 42,112 1,882

固定負債合計 185,387 126,285

負債合計 363,679 557,904

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 868,503 1,001,360

自己株式 △18,251 △18,242

株主資本合計 1,232,926 1,365,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,477 56,050

為替換算調整勘定 △22,566 △21,325

評価・換算差額等合計 37,910 34,725

純資産合計 1,270,837 1,400,517

負債純資産合計 1,634,516 1,958,421



（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 780,681 629,573

売上原価 365,074 314,105

売上総利益 415,606 315,467

販売費及び一般管理費 331,577 323,954

営業利益又は営業損失（△） 84,029 △8,486

営業外収益   

受取利息 283 268

受取配当金 2,956 3,825

負ののれん償却額 64 －

保険解約益 14,531 9,659

受取賃貸料 1,257 1,257

受取事務手数料 1,232 192

その他 1,017 2,117

営業外収益合計 21,343 17,321

営業外費用   

支払利息 71 49

保険解約損 829 244

持分法による投資損失 13,104 8,582

投資事業組合損失 1,692 540

不動産賃貸費用 3,150 6,595

賃貸借契約解約損 2,528 3,000

その他 802 1,218

営業外費用合計 22,179 20,231

経常利益又は経常損失（△） 83,193 △11,395

特別利益   

賞与引当金戻入額 4,561 －

その他 4 －

特別利益合計 4,566 －

特別損失   

固定資産除却損 9,393 422

固定資産売却損 3,056 －

減損損失 － 17,358

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,403

事務所移転費用 － 3,415

その他 999 －

特別損失合計 13,448 27,599

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（△）

74,311 △38,995

法人税、住民税及び事業税 41,389 7,539

法人税等調整額 △1,627 33,392

法人税等合計 39,761 40,931

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △79,927

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,549 △79,927



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

74,311 △38,995

減価償却費 61,343 57,651

減損損失 － 17,358

引当金の増減額（△は減少） 2,681 5,875

受取利息及び受取配当金 △3,240 △4,094

支払利息 71 49

持分法による投資損益（△は益） 13,104 8,582

保険解約損益（△は益） △13,701 △9,414

固定資産売却損益（△は益） 3,056 －

固定資産除却損 9,393 422

売上債権の増減額（△は増加） 86,844 45,311

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,012 931

仕入債務の増減額（△は減少） △286,761 △226,447

前受金の増減額（△は減少） △19,896 △18,950

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,403

その他 19,346 399

小計 △51,434 △154,916

利息及び配当金の受取額 3,240 4,094

利息の支払額 △71 △49

法人税等の支払額 △27,057 △24,038

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,323 △174,910

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 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △12,392 △218,373

有形固定資産の売却による収入 40 －

無形固定資産の取得による支出 △26,574 △27,655

投資有価証券の取得による支出 △32,780 －

投資事業組合からの分配金による収入 42,040 －

差入保証金の差入による支出 △3,100 △70

差入保証金の回収による収入 10,423 745

貸付けによる支出 △500 －

保険積立金の積立による支出 △43,021 △5,948

保険解約による収入 22,945 11,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,919 △340,183

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △53,235 △52,889

自己株式の取得による支出 △2,513 △8

リース債務の返済による支出 △964 △986

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,713 △53,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174,995 △569,051

現金及び現金同等物の期首残高 1,109,219 1,122,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 934,224 553,905



 該当事項はありません。  

  

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

   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。 

     

 【所在地別セグメント情報】  

   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）  

       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。 

  

【海外売上高】  

   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。 

      

 【セグメント情報】 

   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）  

       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を行っており、単一セグ

   メントであるためセグメント情報の開示を省略しております。 

  

 （追加情報）  

  第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

 年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

  成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 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

（６）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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