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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 839 △3.9 0 ― 5 ― △1 ―
23年3月期第1四半期 873 6.1 △20 ― △12 ― △4 ―

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 △0.22 ―
23年3月期第1四半期 △0.91 ―

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 3,890 2,159 55.5
23年3月期 4,051 2,208 54.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,159百万円 23年3月期  2,208百万円

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) 1,900 1.4 30 7.6 40 △11.5 17 △39.8 3.54
通期 3,900 1.8 100 7.9 115 △5.7 58 △13.6 12.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 4,810,000 株 23年3月期 4,810,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,791 株 23年3月期 3,791 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,806,209 株 23年3月期1Q 4,806,209 株

※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を実施中であります。 

※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御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】３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力発電所の事故の影響により、企業の

生産活動や販売活動が一時的に中断されるなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

情報サービス産業においても、売上高が前年同月比マイナスで推移する中、ユーザー企業のＩＴ投資抑制が

再び強まり、受注獲得や受注価格に影響を及ぼし始めております。 

このような状況の中、当社は重点顧客への要員シフトを強化し、要員の稼働率向上、エンドユーザーの新規

開拓に向けた組織横断的なプロジェクトの編成など、戦略的かつフレキシブルな「選択と集中」に取り組んでま

いりました。 

また、利益面では、プロジェクトマネージメント部門を強化して、プロジェクトの品質管理と採算管理を徹

底し、採算悪化防止に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高839百万円（前年同期比3.9％減）、営業利益0百万円（前

年同期は営業損失20百万円）、経常利益5百万円（前年同期は経常損失12百万円）、四半期純損失1百万円（前年

同期は四半期純損失4百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は、次の通りであります。 

  

① ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、売上高806百万円（前年同期比1.9％減）、売上総利益85百万円（前年同期比

44.4％増）となりました。 

  

② 入力データ作成事業 

入力データ作成事業は、売上高26百万円（前年同期比25.0％減）、売上総利益2百万円（前年同期比48.3％

減）となりました。 

  

③ 受託計算事業 

受託計算事業は、売上高6百万円（前年同期比61.0％減）、売上総利益0百万円（前年同期は売上総損失0百

万円）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１四半期会計期間末における流動資産は2,872百万円（前事業年度末比153百万円減少）となりました。

主な要因は売掛金が減少したことによります。 

  

（固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産は1,017百万円（同7百万円減少）となりました。主な要因はソフ

トウエア及びゴルフ会員権が減少したことによります。 

よって、当第１四半期会計期間末における資産合計は3,890百万円（同161百万円減少）となりました。 

  

（流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債は354百万円（同116百万円減少）となりました。主な要因は未払

法人税等及び賞与引当金が減少したことによります。 

  

（固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債は1,376百万円（同4百万円増加）となりました。これは退職給付

引当金が増加したことによります。 

  

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,159百万円（同49百万円減少）となりました。主な要因は配

当金の支払により利益剰余金が減少したことによります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、平成23年5月13日に発表いたしま

した業績予想数値に変更はありません。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,281,657 2,289,241

売掛金 620,974 405,856

仕掛品 8,176 59,299

その他 116,100 118,571

流動資産合計 3,026,908 2,872,969

固定資産   

有形固定資産 148,268 146,244

無形固定資産 67,678 63,173

投資その他の資産   

繰延税金資産 543,802 545,842

その他 336,570 333,558

貸倒引当金 △71,680 △71,680

投資その他の資産合計 808,693 807,720

固定資産合計 1,024,641 1,017,138

資産合計 4,051,549 3,890,108

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,742 53,218

未払法人税等 74,461 3,432

賞与引当金 202,123 98,685

その他 117,000 199,328

流動負債合計 471,327 354,664

固定負債   

役員退職慰労未払金 62,689 62,689

退職給付引当金 1,308,842 1,313,510

固定負債合計 1,371,531 1,376,199

負債合計 1,842,858 1,730,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500

資本剰余金 553,700 553,700

利益剰余金 1,208,028 1,158,914

自己株式 △1,352 △1,352

株主資本合計 2,390,875 2,341,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,805 △3,139

土地再評価差額金 △179,378 △179,378

評価・換算差額等合計 △182,184 △182,517

純資産合計 2,208,690 2,159,244

負債純資産合計 4,051,549 3,890,108
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 873,670 839,585

売上原価 810,630 751,754

売上総利益 63,039 87,830

販売費及び一般管理費 83,357 87,039

営業利益又は営業損失（△） △20,317 791

営業外収益   

受取利息 1,173 799

受取配当金 940 1,496

助成金収入 5,001 1,690

雑収入 701 681

営業外収益合計 7,817 4,667

経常利益又は経常損失（△） △12,500 5,458

特別利益   

株式割当益 8,674 －

特別利益合計 8,674 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 2,600

特別損失合計 － 2,600

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △3,825 2,858

法人税、住民税及び事業税 1,047 1,047

法人税等調整額 △480 2,861

法人税等合計 566 3,909

四半期純損失（△） △4,392 △1,051
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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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