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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 233 △3.1 29 41.9 32 60.7 18 ―

23年3月期第1四半期 241 △18.9 20 △52.6 20 △65.4 △1 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 13百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △13百万円 （―％）

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 5.15 ―

23年3月期第1四半期 △0.32 ―

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 1,928 1,220 63.3
23年3月期 1,752 1,241 70.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,220百万円 23年3月期  1,241百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 329 △27.0 △40 ― △41 ― △41 ― △11.45

通期 750 △9.8 △7 ― △10 ― △18 ― △5.20



(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  

（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) 四半期連結財務諸表の作成に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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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

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 3,570,000 株 23年3月期 3,570,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 41,466 株 23年3月期 41,404 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,528,534 株 23年3月期1Q 3,528,634 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、3月11日の東日本大震災の影響などで全国的な自粛ムードに

より個人消費が低迷し、生産・営業設備の甚大な被害でサプライチエーンが寸断されたことにより、企業活動は急

減速し実質ＧＤＰ成長率はマイナス成長が予想される状況におかれました。 

当社グループの主要顧客であるオートリース会社を中心とする自動車関連ファイナンス業界は、昨年以降、企

業業績の回復で新車リース契約は増加傾向にありましたが、大震災による新車供給不足が発生し再び再リース契約

の増加を招きました。これによりリースアップする車両が減少し、更にリースアップした車両も復興需要向けに処

分を保留されるなどの状況により、中古車オークション市場においても出品車両の減少に拍車をかける事態となり

ました。 

  このような中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、再販業務支援売上では、入札会における出

品台数の減により前年同期比20.9％減の129,252千円となりました。 

 一方、システム業務支援売上はシステムレンタル収入が着実に増加し、前年同期比で34.1%増の104,720千円とな

りました。   

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は233,972千円で前年同期比3.1%の減収となりました。

販売費及び一般管理費は、全社的なコスト削減活動の効果継続と本社移転による賃借料減により、前年同期比

18.1％減の90,111千円となり、営業利益では29,010千円と前年同期比41.9%の増益となり、営業外収益として保有

株式の配当を加えた経常利益でも、32,155千円と同60.7%の増益となりました。これに特別利益と法人税等を加減

した四半期純利益は18,167千円（前年同期は1,135千円の四半期純損失）となりました。  

 なお、当社グループは、システム業務支援、再販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

メントであります。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,163,046千円となり、前連結会計年度末に比べ75,260千円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が214,207千円増加及び未収入金が145,315千円減少したことによるも

のであります。固定資産は764,978千円となり、前連結会計年度末に比べ99,925千円増加いたしました。これは主

に保険積立金が132,100千円増加したことによるものであります。 

   この結果、総資産は、1,928,025千円となり、前連結会計年度末に比べ175,185千円増加いたしました。  

  （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は513,915千円となり、前連結会計年度末に比べ174,332千円増

加いたしました。これは主に営業未払金が183,967千円増加したことによるものであります。固定負債は193,844

千円となり、前連結会計年度末に比べ22,260千円増加いたしました。これは繰延税金負債18,977千円増加したこ

とによるものであります。 

   この結果、負債合計は、707,760千円となり、前連結会計年度末に比べ196,593千円増加いたしました。  

  （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,220,264千円となり、前連結会計年度末に比べ21,407千円

減少いたしました。これは主に四半期純利益18,167千円及び剰余金の配当35,285千円によるものであります。 

   この結果、自己資本比率は63.3%（前連結会計年度末は70.8%）となりました。         

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期業績は、順調に推移しておりますが、不確定の要素が多いため第２四半期連結累計期間及び通期に

おきまして、平成２３年５月６日付「平成２３年３月期決算短信」に記載致しました、当期（平成２３年４月１日

～平成２４年３月３１日）の業績予想は変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに

公表致します。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

（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 

 該当事項はありません。  

  

（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。  

  

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



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 658,304 872,512

売掛金 71,052 61,011

営業未収入金 52,184 49,985

有価証券 125,235 125,258

たな卸資産 4,742 717

その他 176,271 53,563

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 1,087,786 1,163,046

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 224,141 227,526

減価償却累計額 △53,873 △57,209

建物及び構築物（純額） 170,268 170,316

車両運搬具 11,477 11,477

減価償却累計額 △8,337 △8,620

車両運搬具（純額） 3,140 2,856

工具、器具及び備品 84,293 84,293

減価償却累計額 △71,734 △73,027

工具、器具及び備品（純額） 12,558 11,265

土地 120,430 120,430

リース資産 5,345 －

減価償却累計額 △3,480 －

リース資産（純額） 1,864 －

有形固定資産合計 308,262 304,869

無形固定資産 86,322 76,101

投資その他の資産   

投資有価証券 171,665 153,209

その他 123,270 255,264

貸倒引当金 △24,466 △24,466

投資その他の資産合計 270,469 384,007

固定資産合計 665,053 764,978

資産合計 1,752,839 1,928,025



（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   

買掛金 29,359 18,629

営業未払金 251,312 435,279

未払法人税等 5,646 3,913

賞与引当金 11,366 6,717

その他 41,898 49,375

流動負債合計 339,583 513,915

固定負債   

退職給付引当金 19,505 20,732

役員退職慰労引当金 116,778 118,760

資産除去債務 9,996 10,071

その他 25,302 44,280

固定負債合計 171,583 193,844

負債合計 511,166 707,760

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 813,849 796,731

自己株式 △18,251 △18,264

株主資本合計 1,178,272 1,161,141

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 63,400 58,636

為替換算調整勘定 － 486

その他の包括利益累計額合計 63,400 59,123

純資産合計 1,241,672 1,220,264

負債純資産合計 1,752,839 1,928,025



（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 241,452 233,972

売上原価 110,933 114,850

売上総利益 130,518 119,122

販売費及び一般管理費 110,069 90,111

営業利益 20,449 29,010

営業外収益   

受取利息 32 30

受取配当金 1,853 2,398

受取賃貸料 419 1,619

その他 887 840

営業外収益合計 3,192 4,888

営業外費用   

支払利息 18 7

持分法による投資損失 3,200 1,241

賃貸借契約解約損 － 480

その他 409 14

営業外費用合計 3,628 1,743

経常利益 20,012 32,155

特別利益   

固定資産売却益 － 758

特別利益合計 － 758

特別損失   

減損損失 11,466 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,403 －

特別損失合計 17,870 －

税金等調整前四半期純利益 2,142 32,914

法人税、住民税及び事業税 10,285 2,855

法人税等調整額 △7,007 11,890

法人税等合計 3,277 14,746

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,135 18,167

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,135 18,167



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,135 18,167

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,097 △4,763

為替換算調整勘定 796 486

その他の包括利益合計 △12,300 △4,277

四半期包括利益 △13,436 13,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △13,436 13,890



 該当事項はありません。  

  

  

 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。 

  

  

 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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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