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（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９月期第３四半期  4,112  4.1  177  △10.8  198  △21.9  85  △44.2

22年９月期第３四半期  3,951  △14.4  198  △47.9  254  △38.3  153  △0.5

  
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９月期第３四半期  22  35        －

22年９月期第３四半期  40  05        －

  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９月期第３四半期  3,845  2,733  71.1  713  95

22年９月期  3,990  2,696  67.6  704  12

（参考）自己資本 23年９月期第３四半期 2,733百万円 22年９月期 2,696百万円

  
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９月期        －  0 00      － 22 00  22  00

23年９月期        －  0 00      －     

23年９月期（予想）       22 00  22  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、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  5,703  5.1  256  2.6  280  △10.5  141  △14.1  37  05

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



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

（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） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期短信決算は、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きを実施中です。 

  

※  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】Ｐ．１「（３）業績

 予想に関する定性的情報」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

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９月期３Ｑ 3,866,135株 22年９月期 3,866,135株

②  期末自己株式数 23年９月期３Ｑ 37,194株 22年９月期 37,194株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年９月期３Ｑ 3,828,941株 22年９月期３Ｑ 3,828,941株
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（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の経済は、一部に企業収益の改善が見られたものの、厳しい雇用情勢、デ

フレの長期化、原油価格上昇、更に３月に発生した東日本大震災の影響による電力供給の制約や原子力災害の懸念

などにより、依然として先行き不透明な状況で推移しております。当社が属する情報サービス業界におきまして

も、顧客企業の情報化投資に対する慎重姿勢が続き、本格的な需要回復にはなお時間を要する状況であります。  

 このような状況のなかで当社は、顧客密着型ソリューションビジネスを主体としたサービス・技術の提供の拡充

を進めるとともに、新たなビジネスチャンスとして拡がりを見せているクラウドコンピューティングに対応する部

門を設置し、新たな事業創造、顧客開発を推し進めております。そうした中で６月には自社製パッケージソフトウ

ェア「チケット ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ」のクラウド版を発売いたしました。又、人材育成のための体制強化、諸

経費の節減にも努めながら収益基盤を強化し、さらなる事業の成長を図っております。 

 当第３四半期累計期間の売上高は4,112百万円と前年同期と比べ160百万円（前年同期比4.1％増）の増収となり

ましたが、研究開発費及びクラウドコンピューティング関連事業に係る諸経費の発生などにより、営業利益は177

百万円と前年同期と比べ21百万円（前年同期比10.8％減）の減益となりました。経常利益は助成金収入の減少など

により、198百万円と前年同期と比べ55百万円（前年同期比21.9％減）の減益、四半期純利益は投資有価証券評価

損及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額などにより、85百万円と前年同期と比べ67百万円（前年同期比

44.2％減）の減益となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ140百万円減少し2,643百万円となりました。

 これは、未収還付法人税等の増加47百万円、繰延税金資産の減少72百万円及び売掛金の減少136百万円が主な要

因であります。 

（固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産は、前事業年度末に比べ４百万円減少し1,202百万円となりました。

 これは、投資有価証券の増加36百万円、敷金及び保証金の減少21百万円、並びに繰延税金資産の減少23百万円が

主な要因であります。  

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ164百万円減少し769百万円となりました。 

 これは、賞与引当金の減少182百万円、未払法人税等の減少74百万円及び預り金の増加64百万円が主な要因であ

ります。  

（固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債は、前事業年度末に比べ18百万円減少し342百万円となりました。  

 これは、退職給付引当金の減少28百万円が主な要因であります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ37百万円増加し2,733百万円となりました。  

 これは、利益剰余金の増加１百万円及びその他有価証券評価差額金の増加36百万円が主な要因であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年11月12日に公表いたしました数値に変更はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理  

 ・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。 

 ・経過勘定項目の算定方法 

   固定費的な要素が大きく、概算額と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で

  計上する方法によっております。 

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、営業利益及び経常利益はそれぞれ２百万円減少し、税引前四半期純利益は17百万円減少しておりま

す。なお、当会計基準等の適用開始による敷金及び保証金の変動額は、15百万円であります。 

  

  

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23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,456,277 1,511,469

売掛金 734,384 870,932

有価証券 150,440 150,363

仕掛品 46,439 21,580

前払費用 44,488 47,995

未収還付法人税等 47,253 －

繰延税金資産 104,308 176,704

その他 59,450 4,225

流動資産合計 2,643,043 2,783,271

固定資産   

有形固定資産   

建物 45,790 45,790

減価償却累計額 △30,291 △28,550

建物（純額） 15,498 17,239

工具、器具及び備品 74,565 77,105

減価償却累計額 △59,302 △62,601

工具、器具及び備品（純額） 15,263 14,504

土地 2,882 2,882

有形固定資産合計 33,644 34,626

無形固定資産   

ソフトウエア 3,935 5,187

電話加入権 2,173 2,173

無形固定資産合計 6,109 7,361

投資その他の資産   

投資有価証券 715,784 679,087

投資不動産 146,499 146,499

減価償却累計額 △17,815 △17,510

投資不動産（純額） 128,683 128,988

敷金及び保証金 51,294 72,936

会員権 12,750 12,750

保険積立金 110,349 105,670

繰延税金資産 146,294 169,935

その他 4,283 2,529

貸倒引当金 △6,985 △6,985

投資その他の資産合計 1,162,454 1,164,914

固定資産合計 1,202,208 1,206,901

資産合計 3,845,252 3,990,172
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,143 58,649

未払金 393,470 333,953

未払費用 23,472 45,922

未払法人税等 － 74,703

未払消費税等 36,350 32,139

預り金 72,929 8,307

賞与引当金 182,382 364,623

役員賞与引当金 － 11,330

その他 5,501 3,821

流動負債合計 769,250 933,451

固定負債   

退職給付引当金 238,466 266,936

役員退職慰労引当金 97,843 90,859

その他 6,012 2,878

固定負債合計 342,321 360,674

負債合計 1,111,572 1,294,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 407,874 407,874

資本剰余金 397,528 397,528

利益剰余金 1,937,987 1,936,661

自己株式 △17,646 △17,646

株主資本合計 2,725,744 2,724,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,935 △28,371

評価・換算差額等合計 7,935 △28,371

純資産合計 2,733,680 2,696,047

負債純資産合計 3,845,252 3,990,172
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,951,683 4,112,305

売上原価 3,313,330 3,455,366

売上総利益 638,352 656,939

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,773 －

役員報酬 60,797 －

給料及び賞与 161,078 －

賞与引当金繰入額 14,475 －

退職給付費用 4,193 －

役員退職慰労引当金繰入額 6,984 －

法定福利及び厚生費 39,377 －

旅費及び交通費 4,516 －

支払手数料 22,761 －

交際費 2,153 －

募集費 2,248 －

不動産賃借料 52,582 －

減価償却費 7,694 －

その他 56,912 －

販売費及び一般管理費合計 439,549 479,626

営業利益 198,803 177,312

営業外収益   

受取利息 362 58

受取配当金 14,109 15,613

保険事務手数料 1,524 －

助成金収入 31,108 －

受取賃貸料 4,500 4,000

雑収入 4,995 －

その他 － 3,250

営業外収益合計 56,600 22,922

営業外費用   

投資不動産賃貸費用 1,016 1,502

雑損失 47 －

その他 － 17

営業外費用合計 1,064 1,520

経常利益 254,339 198,714
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別利益   

賞与引当金戻入額 13,799 12,795

受取保険金 19,978 －

その他 864 2,043

特別利益合計 34,642 14,839

特別損失   

固定資産廃棄損 395 162

投資有価証券評価損 － 31,745

投資有価証券売却損 5,235 －

特別退職金 19,957 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,000

特別損失合計 25,588 46,907

税引前四半期純利益 263,394 166,646

法人税、住民税及び事業税 1,082 1,082

法人税等調整額 108,968 80,001

法人税等合計 110,051 81,083

四半期純利益 153,342 85,562
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 該当事項はありません。 

  

  

（追加情報）  

 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。 

 当社の事業は、情報サービス事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であるため、記載を省略しております。

  

  

 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

（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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