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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 356 6.1 17 121.5 17 71.5 11 132.8
23年3月期第1四半期 336 3.1 7 △40.6 9 △21.0 4 105.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 10百万円 （170.2％） 23年3月期第1四半期 4百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 176.16 ―
23年3月期第1四半期 75.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,851 2,188 76.8
23年3月期 2,851 2,190 76.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,188百万円 23年3月期  2,190百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定を行うことができないため、未定とさせていただきます。 
なお、当該理由等につきましては、添付資料２ページ「１．当四半期決算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。 

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 72,535 株 23年3月期 72,535 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 8,063 株 23年3月期 8,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,472 株 23年3月期1Q 64,472 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計期間におきましては、弊社決済システムにおいてPCIDSS（Payment Card Industry Data 

Security Standard）Ver2.0の中でも も厳格なレベル1の完全準拠を果たし、その認定審査機関QSA（Qualified 

Security Assessor）であるベライゾンビジネスの審査を経た上で認定を取得いたしました。このことにより弊社

決済システムが、クレジットカード情報や取引情報の保護のための、国際的基準に完全準拠したことを証明いたし

ました。 

また、経営成績におきましては、平成23年3月よりサービスの提供を開始したプロ野球選手育成・戦略シミュレ

ーションゲーム「DBBワールド」による売上の増加、商工会議所の検定システムのサービス開始及び既存サービス

の売上が好調に推移したことから、当第１四半期連結累計期間における売上高は356,635千円（前年同期比6.1%

増）、営業利益17,475千円（同121.5%増）、経常利益17,117千円（同71.5%増）、四半期純利益11,357千円（同

132.8%増）と増収増益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して、大きく変動した資産は無く、62千円増

の2,851,394千円となり、負債につきましても、2,088千円増の662,532千円となりました。 

純資産は、第１四半期純利益を計上しましたが、配当を実施したこと等から前連結会計年度末に比べ2,026千円

減となる2,188,862千円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、「東日本大震災」による売上への影響及び「弊社一部サービスにおける不正アク

セス発生」によるセキュリティ対策費用等の影響を見定めている 中であり、現時点では公表を控えさせて頂き、

見通しが立ち次第速やかに公表させて頂きます。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 939,916 940,359

受取手形及び売掛金 17,170 13,725

商品及び製品 24,339 24,781

仕掛品 515 413

原材料及び貯蔵品 2,465 1,038

その他 112,687 115,982

貸倒引当金 △74 △78

流動資産合計 1,097,021 1,096,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 670,025 664,035

土地 646,749 646,749

その他（純額） 25,780 26,911

有形固定資産合計 1,342,555 1,337,696

無形固定資産   

のれん 80,648 76,873

その他 289,947 299,189

無形固定資産合計 370,595 376,063

投資その他の資産   

その他 41,159 41,413

投資その他の資産合計 41,159 41,413

固定資産合計 1,754,310 1,755,173

資産合計 2,851,332 2,851,394
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,489 46,301

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 17,465 6,761

賞与引当金 － 17,897

その他 245,427 234,564

流動負債合計 653,382 655,525

固定負債   

負ののれん 2,188 2,079

その他 4,872 4,928

固定負債合計 7,061 7,007

負債合計 660,444 662,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 781,970 780,433

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,196,102 2,194,565

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34 △66

為替換算調整勘定 △5,179 △5,637

その他の包括利益累計額合計 △5,214 △5,703

純資産合計 2,190,888 2,188,862

負債純資産合計 2,851,332 2,851,394
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 336,239 356,635

売上原価 170,143 177,756

売上総利益 166,096 178,879

販売費及び一般管理費 158,208 161,404

営業利益 7,887 17,475

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,095 26

業務受託手数料 783 182

負ののれん償却額 109 109

その他 1,885 68

営業外収益合計 3,873 386

営業外費用   

支払利息 824 593

為替差損 958 150

営業外費用合計 1,782 744

経常利益 9,978 17,117

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産除却損 12 13

特別損失合計 12 13

税金等調整前四半期純利益 9,971 17,103

法人税、住民税及び事業税 5,093 5,746

法人税等合計 5,093 5,746

少数株主損益調整前四半期純利益 4,877 11,357

四半期純利益 4,877 11,357
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,877 11,357

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 △31

為替換算調整勘定 △814 △457

その他の包括利益合計 △855 △489

四半期包括利益 4,022 10,868

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,022 10,868

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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