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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

（注）22年３月期は、決算期を毎年５月31日から３月31日に変更したことにより10ヶ月決算となっております。これに伴い、比較対象となる22年３月期第３四
半期財務諸表を作成していないため、22年３月期第３四半期の業績及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。前第３四半期の業績に
ついては、平成22年４月１日に任意開示した「平成22年３月期（第11期）第３四半期の業績概況について」をご参照ください。 

(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 ％

23年3月期第3四半期 886 ― 56 ― 59 ― 53 ―
22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 3,876.43 ―
22年3月期第3四半期 ― ―

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 1,251 200 16.1 14,669.38
22年3月期 1,016 147 14.5 10,793.97

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  200百万円 22年3月期  147百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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  
※平成22年３月期において決算期を変更しているため、平成23年３月期の業績予想の対前期増減率については記載しておりません。 

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 1,111 ― 65 ― 68 ― 60 ― 4,381.67



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）22年３月期は、決算期変更により10ヶ月決算となっておりますので、期中平均株式数（四半期累計）の22年3月期3Qについては記載しておりませ
ん。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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 13,700株 22年3月期  13,700株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 13,700株 22年3月期3Q  ―株

※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を実施中です。 

※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、当社が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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご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「業績予想に関する定性的情報」を御覧ください。 
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前事業年度の決算期変更に伴い、比較対象となる前第３四半期財務諸表を作成しておりません。そのため、前年同四

半期比の記載を省略しております。前第３四半期の業績については、平成22年４月１日に任意開示した「平成22年３月

期（第11期）第３四半期の業績概況について」をご参照ください。 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が持ち直しを見せるなど、景気

回復に向けた動きも見られるものの、輸出は緩やかに減少しており、企業の業況判断には慎重さが見られるな

ど、依然として厳しい経済環境が続いております。 

このような環境の中、「事業拡大のための基盤強化へ向けた全社的な業務効率化の推進」、「企業向けの継

続的ＩＴサービスへの本業回帰」や「新サービスの企画準備」などに取り組んでまいりました。 

・ＩＴサービス売上 

当社の本業である「継続ＩＴサービス」の売上は、計画を若干上回って順調に推移しており、「一時的ＩＴ

サービス」の売上も、ＩＴ投資の先送りなどの影響はあるものの堅調に推移し、「ＩＴサービス」全体は計画

に対して着実に進捗いたしました。 

その結果、「ＩＴサービス」の売上高は、 千円となりました。 

・商品売上 

商品売上は、引続き企業のＩＴ投資抑制の影響を受け厳しい事業環境が続いているものの、回復の徴候も見

え始めており、比較的堅調に推移した結果 千円となりました。 

以上により、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 千円、営業利益 千円、経常利益 千

円、四半期純利益 千円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

当第３四半期会計期間末における総資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円の増加と

なりました。 

その主な要因は、有形固定資産の増加等によるものです。 

負債合計は、前事業年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。これは、買掛金、設備

関係未払金、前受金の増加等によるものです。 

純資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加しました。これは、四半期純利益を計上し

たことによるものです。 

なお、自己資本比率は前事業年度末と比較して1.6％上昇し、16.1％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 千円となり、前事

業年度末と比較して、 千円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益 千円、

減価償却費 千円、役員退職慰労引当金の減少額 千円等に加え、仕入債務の増加額 千円、前

受金の増加額 千円等があったものの、売上債権の増加額 千円、たな卸資産の増加額 千円、

未払消費税等の減少額 千円等があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、 千円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入 千

円があったものの、有形固定資産の取得による支出 千円等があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、 千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

千円等によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値

と異なる可能性があります。なお、業績予想の詳細につきましては、平成22年11月８日公表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

628,870

257,239

886,109 56,368 59,356

53,107

1,251,145 234,438

181,345 1,050,175

200,970 53,093

76,787

11,001

137,323 53,342

52,271 15,139 76,288

48,587 26,483 35,009

16,849

34,975 14,775

44,503

91,345

89,880
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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ついては、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出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ついては、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もり、

簿価切下げを行う方法によっております。 

（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きましては、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によっておりま

す。 

  

（２）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。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

（追加情報） 

前事業年度までリース投資資産に含めておりました一部の資産（67,511千円）について、第１四半期会計期間に

締結した大型サービス契約に使用することとなったため、有形固定資産の賃貸用資産に計上しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

前事業年度（平成22年３月期）において、決算期の変更の経過期間のため、平成21年６月１日から平成22年３月

31日までの10ヶ月決算となっている影響を受け、例年４月に計上されていた前受金が前事業年度中に計上されてい

ないことにより、重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、継続企業の前提に疑義を生じさせる状況が

存在しておりました。しかし、当第３四半期累計期間において、プラスの営業キャッシュ・フローを計上している

ため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は解消しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 76,787 65,785

売掛金 109,700 83,216

商品 42,541 7,717

仕掛品 379 194

リース投資資産 66,119 115,152

1年内回収予定の長期貸付金 23,251 14,132

1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 10,901 8,019

その他 36,064 41,017

貸倒引当金 △1,097 △831

流動資産合計 364,648 334,403

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産（純額） 337,818 310,856

建設仮勘定 198,745 －

その他（純額） 7,949 11,486

有形固定資産合計 544,514 322,343

無形固定資産 76,931 70,162

投資その他の資産   

投資有価証券 10,756 8,462

長期貸付金 361,810 380,398

役員に対する長期貸付金 170,727 178,915

その他 25,775 26,040

貸倒引当金 △304,019 △304,019

投資その他の資産合計 265,050 289,797

固定資産合計 886,496 682,303

資産合計 1,251,145 1,016,706

負債の部   

流動負債   

買掛金 115,967 39,678

1年内返済予定の長期借入金 208,485 175,876

未払金 29,831 37,705

設備関係未払金 118,419 －

前受金 160,534 111,947

賞与引当金 6,087 5,705

役員退職慰労引当金 － 15,139

その他 10,192 23,767

流動負債合計 649,517 409,820

固定負債   

長期借入金 333,688 456,177

リース債務 1,416 2,832

長期設備関係未払金 65,553 －

固定負債合計 400,657 459,009

負債合計 1,050,175 868,829
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 254,219 254,219

資本剰余金 154,217 154,217

利益剰余金 △205,934 △259,041

株主資本合計 202,503 149,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,532 △1,518

評価・換算差額等合計 △1,532 △1,518

純資産合計 200,970 147,877

負債純資産合計 1,251,145 1,016,706
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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）

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

売上高 886,109

売上原価 648,042

売上総利益 238,067

販売費及び一般管理費 181,699

営業利益 56,368

営業外収益  

受取利息 13,039

受取配当金 243

受取手数料 1,400

その他 518

営業外収益合計 15,201

営業外費用  

支払利息 9,180

支払手数料 2,583

その他 449

営業外費用合計 12,213

経常利益 59,356

特別損失  

固定資産売却損 13

固定資産除却損 6,000

特別損失合計 6,013

税引前四半期純利益 53,342

法人税、住民税及び事業税 235

法人税等合計 235

四半期純利益 53,107
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 53,342

減価償却費 52,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） 265

賞与引当金の増減額（△は減少） 382

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,139

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△15,109

受取利息及び受取配当金 △13,283

支払利息 9,180

固定資産除売却損益（△は益） 6,013

売上債権の増減額（△は増加） △26,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,009

仕入債務の増減額（△は減少） 76,288

未払金の増減額（△は減少） 6,130

前受金の増減額（△は減少） 48,587

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,849

その他 1,486

小計 132,073

利息及び配当金の受取額 14,471

利息の支払額 △8,962

法人税等の支払額 △258

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,323

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 △44,503

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △2,308

貸付金の回収による収入 14,775

敷金及び保証金の差入による支出 △3,000

敷金及び保証金の回収による収入 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,975

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △89,880

リース債務の返済による支出 △1,416

配当金の支払額 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,001

現金及び現金同等物の期首残高 65,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,787
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該当事項はありません。 

  

  

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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