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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 168 △9.7 △28 ― △24 ― △51 ―
23年3月期第1四半期 186 ― △66 ― △56 ― △60 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △50百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △60百万円 （―％）

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 △6,176.44 ―
23年3月期第1四半期 △7,267.65 ―

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

24年3月期第1四半期 976 760 77.9 91,265.56
23年3月期 1,023 811 79.2 97,376.35
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  760百万円 23年3月期  811百万円

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  
 

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

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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日(平成23年7月29日)公表いたしました「子会社における特別損失の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」をご
参照下さい。 

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) 420 8.2 △10 ― △10 ― △37 ― △4,440.71
通期 900 10.7 30 ― 30 ― △4 ― △480.08



(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  ：  無  

(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 
1. 当社は、平成22年3月期第2四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期に係る対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
2. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 8,900 株 23年3月期 8,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 568 株 23年3月期 568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,332 株 23年3月期1Q 8,332 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けるわが国経済は、東日本大震災の発生に伴う生産活動の停滞、電力不足に対す

る懸念、放射性物質の拡散等により、先行きが非常に不透明な状況となっております。当社グループの主要な事業

領域である情報サービス業界においては、企業のＩＴ投資は大企業を中心に回復傾向にありますが、未だ本格的な

回復には至っておらず、依然として予断を許さない状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは当連結会計年度を初年度とする中期３か年計画の下、新たなサービスの創

造とマーケットの開拓を図ってまいりました。当第１四半期連結累計期間において、ＩＴシステムの設計構築案件

の受注は回復を見せておりますが、前年同期における大型保守案件分の売上高減少を補うに至らず、当第１四半期

連結累計期間の売上高は 千円(前年同期比 ％減)となりました。しかしながら、グループ一丸となった経

費削減の取り組み等により損失の額は縮小し、営業損失 千円(前年同期は営業損失 千円)、経常損失

千円(前年同期は経常損失 千円)となりました。また、回収が遅延しております営業債権について貸倒

引当金繰入額 千円を計上した結果、四半期純損失は 千円(前年同期は四半期純損失 千円)となり

ました。 

  

(２)連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となり

ました。これは主に、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少 千円と、回収遅延債権等に対する貸

倒引当金の増加 千円によるものであります。固定資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円

減)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得 千円に伴う増加と、有形・無形固定資産の減価償

却 千円に伴う減少によるものであります。これにより、総資産の残高は 千円(前連結会計年度末比

千円減)となりました。 

 流動負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。これは主に、買掛金の減少

千円、未払金の増加 千円、前受金の増加 千円と、従業員への賞与支給に伴う賞与引当金の減少

千円によるものであります。固定負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。

これは、退職給付引当金の増加 千円と、受入敷金保証金の増加 千円によるものであります。これによ

り、負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。 

 純資産の残高は、損失の計上等に伴い 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により 千円

増加し、投資活動により 千円、財務活動により 千円それぞれ減少いたしました。その結果、当第１四半期連

結会計期間末の資金の残高は 千円(前年同期比 千円減)となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動により、資金は 千円増加(前年同期は 千円減少)いたし

ました。税金等調整前四半期純損失 千円を計上しておりますが、資金の流出入を伴わない貸倒引当金の増加

額 千円等の調整に加え、売上債権の回収等に伴い売上債権が 千円減少したこと等によるものでありま

す。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動により、資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)いたし

ました。これは主に、有形固定資産の取得 千円、無形固定資産の取得 千円に伴う資金の減少と、敷金及び

保証金の回収 千円に伴う資金の増加によるものであります。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第１四半期連結累計期間において、配当金の支払により資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)しておりま

す。 

  

(３)連結業績予想に関する定性的情報 

 回収遅延債権に対する貸倒引当金繰入額の計上等に伴い、平成23年５月13日に発表いたしました、平成24年３月

期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正しております。詳細は、平成23年７月29日に開示いたしまし

た「子会社における特別損失の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

 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

168,217 9.7

28,702 66,462

24,136 56,001

27,070 51,462 60,554

721,269 46,322

24,777

27,061 255,241 1,010

3,880

4,561 976,511

47,332

132,397 1,346

11,537 6,442 3,014

4,935 83,688 4,928

2,828 2,100

216,086 3,582

760,424 50,915

14,183

2,919 2

160,084 159,440

14,183 92,276

51,207

27,060 24,777

2,919 30,974

759 3,120

2,360

2 6

２．サマリー情報（その他）に関する事項

イメージ情報開発㈱(3803) 平成24年３月期第１四半期決算短信

- 2 -



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）

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 551,745 563,007

受取手形及び売掛金 177,459 152,681

商品 4,655 4,118

仕掛品 228 2,548

貯蔵品 173 185

前払費用 18,620 24,042

その他 16,248 3,286

貸倒引当金 △1,539 △28,600

流動資産合計 767,592 721,269

固定資産   

有形固定資産 11,608 11,498

無形固定資産 26,472 25,901

投資その他の資産   

投資有価証券 129,048 129,743

敷金及び保証金 78,581 77,251

破産更生債権等 6,930 6,930

長期前払費用 165 662

その他 6,910 6,720

貸倒引当金 △3,465 △3,465

投資その他の資産合計 218,170 217,841

固定資産合計 256,251 255,241

資産合計 1,023,843 976,511

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,459 48,922

未払金 9,797 16,240

未払法人税等 2,440 922

前受金 16,630 19,644

賞与引当金 21,713 16,777

移転費用引当金 1,831 1,831

その他 20,871 28,058

流動負債合計 133,743 132,397

固定負債   

退職給付引当金 77,160 79,988

受入敷金保証金 1,600 3,700

固定負債合計 78,760 83,688

負債合計 212,504 216,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,050 467,050

資本剰余金 510,270 510,270

利益剰余金 △69,746 △121,208

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 811,802 760,339

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △462 84

その他の包括利益累計額合計 △462 84

純資産合計 811,339 760,424

負債純資産合計 1,023,843 976,511
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 186,369 168,217

売上原価 148,441 123,489

売上総利益 37,928 44,727

販売費及び一般管理費 104,390 73,429

営業損失（△） △66,462 △28,702

営業外収益   

受取利息 31 9

受取賃貸料 4,084 －

受取保険金及び配当金 2,630 －

負ののれん償却額 3,141 －

還付消費税等 － 3,055

その他 1,536 1,574

営業外収益合計 11,425 4,639

営業外費用   

為替差損 654 73

その他 309 －

営業外費用合計 964 73

経常損失（△） △56,001 △24,136

特別利益   

貸倒引当金戻入額 787 －

特別利益合計 787 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,087 －

貸倒引当金繰入額 － 27,070

その他 931 －

特別損失合計 5,018 27,070

税金等調整前四半期純損失（△） △60,232 △51,207

法人税、住民税及び事業税 321 255

法人税等合計 321 255

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,554 △51,462

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △60,554 △51,462

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △60,554 △51,462

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 546

その他の包括利益合計 △68 546

四半期包括利益 △60,622 △50,915

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,622 △50,915

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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損失（△） △60,232 △51,207

減価償却費 3,944 4,101

のれん償却額 459 459

負ののれん償却額 △3,141 －

その他の償却額 4,774 405

貸倒引当金の増減額（△は減少） △796 27,060

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,153 △4,935

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,989 2,828

受取利息及び受取配当金 △2,662 △9

売上債権の増減額（△は増加） 71,433 24,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △393 △1,794

仕入債務の増減額（△は減少） △119,496 △11,537

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） － 2,100

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,216 274

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,829 17,212

その他 139 △203

小計 △84,069 9,533

利息及び配当金の受取額 2,662 9

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,869 4,640

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,276 14,183

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 － △759

無形固定資産の取得による支出 △5,994 △3,120

投資有価証券の取得による支出 △25,161 △150

貸付金の回収による収入 － 186

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,435

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,360

その他 181 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,974 △2,919

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △6 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △6 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123,257 11,261

現金及び現金同等物の期首残高 442,781 148,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 319,524 160,084
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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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