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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,491 5.3 180 203.9 192 150.2 120 408.8
23年3月期第2四半期 4,266 2.5 59 165.1 77 102.6 23 101.5

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

24年3月期第2四半期 15.40 ―

23年3月期第2四半期 3.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,787 5,997 77.0
23年3月期 7,807 6,025 77.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,997百万円 23年3月期  6,025百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
24年3月期 ― 15.00

24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

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、対前期増減率）

（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

通期 8,880 1.8 430 26.3 450 21.3 250 30.7 32.07



(1) 四半期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】P.２「２.サマリー情報（その他）に関する事項(1)四半期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。 

(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2Q 8,264,850 株 23年3月期 8,264,850 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 472,502 株 23年3月期 471,686 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,792,602 株 23年3月期2Q 7,795,870 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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と
異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては、【添付資料】P.２「１.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の被害の影響に加え、欧州の財政問題や円高の進

行など、極めて不安定な状況で推移しました。 

情報サービス産業におきましては、クラウドコンピューティングを活用したサービスの需要等の期待はあるも

のの、企業等の情報化投資は全般的に抑制の傾向にあり、今後とも厳しい経営環境にあります。 

このような情勢の下、当社では、顧客常駐先でのニーズの迅速な把握と対応に注力するとともに、事業所間の

連携強化を図り、案件の早期獲得に取り組みました。また、引き続き一括アウトソーシング事業の推進強化に経

営資源を集中し、収益性の向上に努めております。 

当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高4,491百万円（前年同期比5.3％増）、経常利益192百万円（前年

同期比150.2％増）、四半期純利益120百万円（前年同期比408.8％増）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ20百万円減少し、7,787百万円となりまし

た。 

流動資産は100百万円増加し、4,995百万円となりました。主な要因は、売掛金14百万円の減少があったもの

の、現金及び預金114百万円の増加があったことによるものであります。固定資産は121百万円減少し、2,791百

万円となりました。主な要因は、投資有価証券82百万円の減少や繰延税金資産12百万円の減少によるものであり

ます。 

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ７百万円増加し、1,790百万円となりまし

た。 

流動負債は前事業年度末並みの1,686百万円となりました。主な要因は、未払法人税等93百万円の減少があっ

たものの、賞与引当金85百万円の増加や未払費用15百万円の増加があったことによるものであります。固定負債

は７百万円増加し、104百万円となりました。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ28百万円減少し、5,997百万円となりま

した。主な要因は、その他有価証券評価差額金30百万円の減少によるものであります。 

  

当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しいものと想定されますが、平成23年7月28日に公表いたしました平成

24年３月期の通期業績予想に変更はありません。 

  

（税金費用の算定方法） 

税金費用については、当事業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も

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。ただし、当該見積実効税率を用いて税

金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調

整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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

（1）経営成績に関する定性的情報

（2）財政状態に関する定性的情報

（3）業績予想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

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,029,058 3,143,423

売掛金 1,238,940 1,224,494

有価証券 299,620 299,980

前払費用 46,096 43,140

繰延税金資産 271,320 271,173

その他 10,240 13,448

流動資産合計 4,895,276 4,995,661

固定資産

有形固定資産 83,863 78,186

無形固定資産 11,766 10,233

投資その他の資産

投資有価証券 1,477,181 1,394,828

長期預金 500,000 500,000

賃貸不動産 110,309 108,508

敷金及び保証金 234,848 227,332

保険積立金 389,386 389,386

前払年金費用 80,415 72,633

繰延税金資産 15,739 3,000

その他 9,135 7,338

投資その他の資産合計 2,817,016 2,703,027

固定資産合計 2,912,646 2,791,447

資産合計 7,807,923 7,787,108
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 430,000 430,000

未払金 58,247 55,311

未払費用 371,164 386,613

未払法人税等 170,198 76,244

未払消費税等 72,040 66,612

預り金 30,257 37,437

賞与引当金 541,000 626,000

その他 12,767 7,786

流動負債合計 1,685,675 1,686,004

固定負債

役員退職慰労引当金 96,980 104,042

固定負債合計 96,980 104,042

負債合計 1,782,655 1,790,046

純資産の部

株主資本

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

利益剰余金 5,097,236 5,100,358

自己株式 △353,152 △353,695

株主資本合計 6,101,963 6,104,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,072 △27,713

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △76,694 △107,480

純資産合計 6,025,268 5,997,062

負債純資産合計 7,807,923 7,787,108
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（2）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 4,266,822 4,491,353

売上原価 3,503,119 3,635,864

売上総利益 763,702 855,488

販売費及び一般管理費 704,263 674,866

営業利益 59,439 180,621

営業外収益

受取利息 5,127 7,955

受取配当金 3,328 3,692

賃貸不動産収入 4,052 4,167

助成金収入 10,232 1,444

雑収入 1,605 1,752

営業外収益合計 24,346 19,012

営業外費用

支払利息 3,167 3,165

賃貸不動産費用 3,516 3,521

営業外費用合計 6,683 6,687

経常利益 77,102 192,946

特別利益

投資有価証券売却益 － 33,243

特別利益合計 － 33,243

特別損失

投資有価証券売却損 － 27,680

投資有価証券評価損 21,537 5,920

固定資産除却損 169 25

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,313 －

特別損失合計 30,020 33,625

税引前四半期純利益 47,081 192,564

法人税等 23,491 72,544

四半期純利益 23,590 120,019
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該当事項はありません。 

  

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ります。したがいまして、開示対

象となるセグメントはありませんので、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）セグメント情報等

（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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