
     

平成 23 年３月 18 日 

各 位 

会 社 名 株式会社アイ・アールジャパン

代 表 者 名 代表取締役社長 寺 下 史 郎

（コード番号：６０５１）

問 合 せ 先 コーポレートプランニングユニット長

 皆 川  裕

（ TEL. ０３－３７９６－１１２０）

 

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

  

 

当社は、本日、平成 23 年３月 18 日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしまし

た。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

なお、当社の最近の決算情報等につきまして別途のとおりお知らせいたします。 

また、平成 23 年３月 11 日に発生いたしました「東日本大震災」による当社業績に及ぼす

影響は、現時点におきましては軽微であると考えております。今後、重大な影響が見込まれ

る場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以  上 

 

 

 

 



      

平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年３月18日 

上 場 会 社 名 株式会社アイ･アールジャパン 上場取引所 大 

コ ー ド 番 号 ６０５１   ＵＲＬ http://www.irjapan.net/ 

代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名） 寺下 史郎 

問合せ先責任者 （役職名）ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ長 （氏名） 皆川 裕         TEL 03-3796-1120

四半期報告書提出予定日  － 配当支払開始予定日     － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

                              （百万円未満切捨て） 

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） 

 （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 2,114 － 483 － 501 － 259 －

 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 177.85 －

 22年３月期第３四半期 － －

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （２） 財政状態 
 

 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 1,477 818 55.4 561.27

22年３月期 1,358 559 41.2 76,705.61

 （参考） 自己資本      23年３月期第３四半期  818百万円    22年３月期 559百万円 

(注)当社は平成23年３月期第３四半期に株式分割を実施しております。詳しくは「※株式分割について」をご覧
ください。 

２. 配当の状況 

 
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） 25.00 25.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

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、通期は対前期増減率） 

 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 2,480 1.1 411 52.0 416 30.1 182 31.6 124.21

(注)業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 



    

 

４. その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．その他の情報」をご覧ください｡） 

（１） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用   ： 有 
   (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（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もの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更    ： 有 
② ①以外の変更           ： 無 

   (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） 

   ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期３Ｑ 1,458,000 株 22 年３月期 7,290 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 1,458,000 株 22 年３月期３Ｑ －株

（注）当社は平成23年３月期第３四半期に株式分割を実施しております。 
 

 
 
※ 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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる
可能性があります。 



    

 
※ 株式分割について 

当社は、平成22年10月４日を効力発生日として普通株式１株につき200株とする株式の分割を実施
いたしました。これにより株式数は、1,450,710株増加し、発行済株式総数は1,458,000株となって
おります。当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下の通りです。 

 

 １株当たり純資産 

円 銭

23年３月期第３四半期 561.27

22年３月期 383.53
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１. 当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

①業績の状況 

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済環境は、企業収益の改善、設備投資の持ち直し等、

緩やかに回復しつつありますが、このところ足踏み状態となっており、予断を許さない状況が続い

ております。 

このような環境下において、平成22年３月31日付の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改

正・施行は、当社の業績動向に影響を及ぼすものでした。今回の改正により、上場企業の株主総会

において決議事項が決議された場合は、当該決議の結果等について記載した臨時報告書を提出しな

ければならないこととなりました。これにより、賛否の比率も含めた行使結果の開示が義務づけら

れ、株主の注目も高まるものと期待されました。 

当社の顧客である上場企業の多くは、より一層慎重な姿勢で株主総会運営に臨む傾向が強まり、

株主からの賛成票確保等に向けた当社コンサルティングサービスのニーズが増大いたしました。 

また、前事業年度に顕著であった当社主力サービスの単価下落に歯止めがかかり、プロジェクト

数も順調に増加した結果、当社業績は順調に推移しております。 

これらの結果、当社の当第３四半期累計期間における業績は、売上高2,114百万円、営業利益483

百万円、経常利益501百万円、四半期純利益259百万円となりました。 

サービス別に売上高の概要を示すと次の通りであります。IR・SRコンサルティングについては

1,530百万円、ディスクロージャーコンサルティングについては419百万円、データベース・その他

については164百万円となりました。 

 

②第１、２四半期会計期間の季節的変動 

当社の四半期における売上は、第１、第２四半期に集中する傾向があります。これは、IR･SRコン

サルティングにつきまして、企業の株主総会開催時期による影響を受けやすいという特性に起因す

るものであります。特に、日本企業の多くが３月決算を採用しており、６月に株主総会が開催され

ることが多いため、サービス提供時期が５～７月に集中する傾向があります。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ119百万円増加し、1,477百万円となり

ました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加217百万円、のれんの償却に伴うのれんの減少

64百万円並びに、資産除去債務計上による敷金及び保証金の減少37百万円によるものであります。 

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ139百万円減少し、659百万円となりまし

た。主な要因は、短期借入金返済額120百万円、１年内返済予定の長期借入金返済額90百万円、未払

法人税等の増加額82百万円、賞与引当金の減少25百万円によるものであります。 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ259百万円増加し、818百万円となりま

した。その主な要因は、繰越利益剰余金の増加260百万円によるものであります。その結果、自己資

本比率は55.4％となりました。 
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②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の四半期末残高は前事業年度末に比べ４百

万円増加し、217百万円となりました。当第３四半期累計期間における各キャッシュ･フローは次の

通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当第３四半期累計期間において、営業活動により獲得した資金は245百万円となりました。主な要

因は、税引前四半期純利益467百万円、減価償却費24百万円、売上債権の増加額217百万円、のれん

償却額64百万円、法人税等の支払額131百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額33百万円

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、投資活動により支出した資金は19百万円となりました。主な要

因は、有形固定資産の取得による支出12百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、保険積

立金の解約による収入11百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、財務活動により支出した資金は221百万円となりました。主な要

因は、短期借入金返済による減少120百万円、長期借入金返済による減少90百万円であります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、変更ございません。なお、業績予想の前提条件

は、以下のとおりです。 

①売上高 

売上高は、前期比1.1%増の2,480百万円を見込んでおります。 

②売上原価、売上総利益 

売上原価は、業務効率化に伴うスタッフ部門の人員削減による人件費の減少等から、前期比7.8%

減の980百万円を見込んでおります。 

③販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、業務効率化に伴うスタッフ部門の人員削減による人件費の減少等から、

前期比2.8%減の1,089百万円を見込んでおります。 

④営業利益 

上記の結果、営業利益は前期比52.0%増の411百万円を見込んでおります。 

⑤営業外収益・費用 

営業外収益は、保険返戻金15百万円、投資有価証券受贈益４百万円、為替差益４百万円等を見込

んでおります。営業外費用は、支払利息５百万円、株式公開関連費用15百万円を見込んでおります。 

⑥経常利益 

上記の結果、経常利益は前期比30.1%増の416百万円を見込んでおります。 

⑦特別費用 

資産除去債務に関する会計基準の適用により特別費用として33百万円を見込んでおります。 
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⑧当期純利益 

法人税等合計201百万円を見込んでいることから、当期純利益は前期比31.6%増の182百万円を見

込んでおります。なお、前述ののれん償却の影響により、当社の法人税等は当社に適用される法定

実効税率40.69%を乗じて算定する金額より大きい金額となっております。 
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２. その他の情報 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ≪簡便な会計処理≫ 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が無いと 

認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 

③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

≪特有の会計処理≫ 

・税金費用の計算 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計基準等の改正に伴う変更 

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。 

これにより、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円、税引前四半期

純利益は37百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は33百万円であります。 
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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 464,749 460,607

受取手形及び売掛金 355,678 138,123

仕掛品 43,912 39,982

貯蔵品 694 1,163

前払費用 27,896 25,997

繰延税金資産 51,922 51,922

その他 408 186

貸倒引当金 △23,190 △9,005

流動資産合計 922,072 708,977

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 32,689 37,603

工具、器具及び備品（純額） 11,413 14,744

建設仮勘定 7,180 －

有形固定資産合計 51,282 52,347

無形固定資産   

のれん 192,267 256,356

ソフトウエア 63,694 77,172

その他 19,920 3,930

無形固定資産合計 275,881 337,459

投資その他の資産   

投資有価証券 4,984 500

敷金及び保証金 190,629 228,366

破産更生債権等 7,992 7,243

繰延税金資産 24,825 24,713

その他 8,098 5,836

貸倒引当金 △7,992 △7,243

投資その他の資産合計 228,538 259,416

固定資産合計 555,702 649,223

資産合計 1,477,775 1,358,201
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,323 87,036

短期借入金 150,000 270,000

1年内返済予定の長期借入金 30,000 120,000

リース債務 15,359 15,032

未払金 21,818 31,663

未払費用 38,528 35,360

未払法人税等 124,843 42,414

前受金 44,065 32,954

預り金 20,974 9,652

賞与引当金 24,895 50,430

その他 23,037 5,607

流動負債合計 578,846 700,153

固定負債   

リース債務 27,065 38,626

長期未払金 1,424 20,351

退職給付引当金 750 668

役員退職慰労引当金 51,359 39,216

固定負債合計 80,600 98,864

負債合計 659,447 799,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

資本準備金 88,802 88,802

資本剰余金合計 88,802 88,802

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金 5,170 6,082

繰越利益剰余金 624,519 364,299

利益剰余金合計 629,689 370,381

株主資本合計 818,491 559,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △163 －

評価・換算差額等合計 △163 －

純資産合計 818,328 559,183

負債純資産合計 1,477,775 1,358,201
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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 2,114,682

売上原価 829,377

売上総利益 1,285,304

販売費及び一般管理費 801,946

営業利益 483,358

営業外収益  

受取利息 688

為替差益 4,373

保険返戻金 11,067

投資有価証券受贈益 4,778

その他 1,212

営業外収益合計 22,121

営業外費用  

支払利息 4,058

その他 80

営業外費用合計 4,139

経常利益 501,339

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 33,907

特別損失合計 33,907

税引前四半期純利益 467,432

法人税等合計 208,124

四半期純利益 259,308
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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 467,432

減価償却費 24,102

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 33,907

投資有価証券受贈益 △4,778

のれん償却額 64,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） 81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,143

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,933

為替差損益（△は益） 852

保険返戻金 △11,067

受取利息 △688

支払利息 4,058

売上債権の増減額（△は増加） △217,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,461

仕入債務の増減額（△は減少） △5,223

未払金の増減額（△は減少） △4,789

長期未払金の増減額（△は減少） △18,195

未払費用の増減額（△は減少） 3,167

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,446

前受金の増減額（△は減少） 11,111

その他 18,375

小計 380,408

利息及び配当金の受取額 503

利息の支払額 △3,735

法人税等の支払額 △131,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 245,187

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 △12,968

無形固定資産の取得による支出 △14,859

保険積立金の積立による支出 △2,262

保険積立金の解約による収入 11,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,022

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △120,000

長期借入金の返済による支出 △90,000

リース債務の返済による支出 △11,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 △790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,141

現金及び現金同等物の期首残高 213,607

現金及び現金同等物の四半期末残高 217,749
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ファイル名:        

 （４） 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 （５） セグメント情報 

    当社の事業はIR･SR活動に専門特化したコンサルティング事業であり、単一セグメントである 

ため、該当事項はありません。 

 

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「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。 
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