
  

１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年12月期第３四半期  7,147  △15.9  △443  －  △348  －  △381  －

22年12月期第３四半期  8,498  4.0  △140  －  16  △75.0  △13  －

  
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12月期第３四半期  △91.40  －

22年12月期第３四半期  △3.15  －

  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12月期第３四半期  5,976  4,252  71.1  1,017.87

22年12月期  6,889  4,811  69.8  1,152.28

（参考）自己資本 23年12月期第３四半期 4,250百万円 22年12月期 4,811百万円

  
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12月期  － 0.00 － 30.00  30.00

23年12月期  － 0.00 －     

23年12月期（予想）       20.00  20.00

（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  9,280  △16.1  △713  －  △582  －  △530  －  △126.92

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

新規     － 社  （社名）                        、除外     － 社  （社名） 

（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。 

  

（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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（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いません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）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12月期３Ｑ 4,521,000株 22年12月期 4,521,000株

②  期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 345,206株 22年12月期 345,206株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 4,175,794株 22年12月期３Ｑ 4,175,794株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に持ち直しつつあるものの、ギ

リシャをはじめとする欧州の財政悪化問題や米国の景気減速感などの世界景気不安や、それに伴う円高の進行など

を背景に、全般的に低調に推移いたしました。 

 当社グループが属します、情報サービス産業におきましても、同様に先行き不透明な状況にあって、企業等の情

報化投資は依然慎重であり、厳しい状況で推移いたしました。 

 当期間の特徴としては、クラウドサービスの利用拡大、スマートフォンの普及などが一層進み、それらに付随す

るサービスの拡充や製品開発における動きが加速したことがあげられます。 

このような環境下、当社グループは、得意とするモバイル関連においては、フィーチャーフォンからスマートフ

ォン開発へ要員のシフトを進めるなど、受注量の維持拡大に鋭意努めてまいりました。 

しかしながら、旧来の主要顧客からの受注量減少を、早急に埋めるまでには至りませんでした。 

また新規顧客獲得に向けての取り組みにおいては一定の成果がみられたものの、取引当初とあって受注規模が限

られたため、売上を大きく牽引するまでには至りませんでした。 

これらの結果、連結売上高は前年同期を下回りました。 

利益面においては、経費の削減に一層努めたものの、震災後に悪化した受注環境に好転の兆しが見られない中、

第２四半期に続き第３四半期でも要員稼働率が低迷したことが響き、連結営業損失、同経常損失となりました。 

また、主に創業者役員の退任にともなう役員退職慰労金の一部を特別損失に計上しており、これにより税金等調

整前四半期純損失額は連結経常損失額を大きく上回っております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高71億47百万円（前年同期比15.9％減）、営業損失４億

43百万円（前年同期比－％減）、経常損失３億48百万円（前年同期比－％減）、当期純損失３億81百万円（前年同

期比－％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末において、資産は、59億76百万円と前連結会計年度末より９億12百万円減少いたし

ました。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少によるものであります。 

 負債は、 17億24百万円と前連結会計年度末より３億53百万円減少いたしました。これは主として未払金、支払

手形及び買掛金等の減少によるものであります。 

 純資産は、42億52百万円と前連結会計年度末より５億59百万円減少いたしました。これは主として利益剰余金の

減少によるものであります。 

 なお、自己資本比率は 71.1％と 1.3ポイント上昇いたしました。 

  

 キャッシュ・フローの状況 

  

 当第３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、６億93百万円の減少となり、前

連結会計年度末（平成22年12月31日）の資金残高17億68百万円に、当第３四半期連結累計期間に増加した新規連結

子会社の資金残高16百万円を加えた17億84百万円を受け、当第３四半期末の資金残高は10億90百万円となりまし

た。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、資金は５億14百万円の減少となりました。この減少は主として税金等調整前四半期純損失５億

72百万円、役員退職慰労引当金の減少２億25百万円、未払金の減少２億24百万円等の資金の減少要因が、売上債権

の減少４億46百万円等の資金の増加要因を上回った事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） 

 投資活動の結果、資金は１億３百万円の減少となりました。この減少は主として有形固定資産取得による支出49

百万円、関係会社株式の取得による支出45百万円等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） 

 財務活動の結果、資金は75百万円の減少となりました。この減少は主に配当金の支払によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、東日本大震災の影響からは徐々に回復してきているものの、欧州金融不安などの不安定な

世界情勢、また円高の今後の動向、更に足もとで発生しておりますタイでの大洪水の影響など、不透明な要因も多

く、先行きは依然楽観視できない状況が続くと予想しております。 

当社グループの属する情報サービス産業においては、企業の投資抑制や、新興国の技術力向上による国境を越え

た競争の激化など、これらが招く供給過多の状況において、国内では地方のソフト開発企業による低価格受注など

が一段の厳しい価格競争をもたらしており、今後も厳しい受注環境となることを想定しております。 

当社グループにおきましては、そのような厳しい事業環境を鑑み、第２四半期累計期間業績発表時に修正いたし

ました通期の業績予想を下記の通り修正いたします。 

また、本年10月17日の「希望退職制度実施に関するお知らせ」にて開示いたしました、希望退職者募集による業

績への影響は下記の予想には反映しておりません、希望退職制度の期間（本年11月1日～11月15日）終了後に、  

あらためて業績への影響をお知らせいたします。 

 なお、詳細は本日同時にて開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」も参照ください。 

  

１．平成23年12月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年１月１日 ～ 平成23年12月31日） 

  

２．平成23年12月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年１月１日 ～ 平成23年12月31日） 

  

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  9,900  △218  △120  △242  △57  95

今回修正予想（Ｂ）  9,280  △713  △582  △530  △126  92

増減額（Ｂ－Ａ）  △620  △495  △462  △288  △68    97

増減率（％）  △6.3  －  －  － －   

前期実績  11,058  △24  174  41  9  94

  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 

前回発表予想（Ａ）  9,300  △200  △117  △239  △57  23

今回修正予想（Ｂ）  8,610  △670  △565  △513  △122  85

増減額（Ｂ－Ａ）  △690  △470  △448  △274  △65    62

増減率（％）  △7.4  －  －  － －   

前期実績  10,595  9  174  44  10  74
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（２）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の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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）および「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、当第３四半期連結累計期間の営業損失および経常損失は4,753千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は21,569千円増加しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34,054千円であります。 

② 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損

失」の科目で表示しております。 

  

   

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,101,488 1,777,841

受取手形及び売掛金 1,563,937 1,998,425

有価証券 499,852 500,068

商品 4,326 4,391

仕掛品 268,898 255,114

前払費用 103,644 91,331

繰延税金資産 213,715 156,377

その他 30,554 49,243

貸倒引当金 △1,472 △2,089

流動資産合計 3,784,946 4,830,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 322,637 283,274

減価償却累計額 △184,157 △168,801

建物及び構築物（純額） 138,480 114,472

土地 248,084 248,084

その他 133,919 94,126

減価償却累計額及び減損損失累計額 △77,976 △67,797

その他（純額） 55,942 26,328

有形固定資産合計 442,507 388,885

無形固定資産   

その他 68,428 99,272

無形固定資産合計 68,428 99,272

投資その他の資産   

投資有価証券 1,067,709 1,100,632

関係会社株式 95,000 80,000

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 3,027 4,490

差入保証金 122,246 126,452

会員権 7,066 7,066

繰延税金資産 245,639 102,916

その他 36,587 37,544

貸倒引当金 △16,006 △8,042

投資その他の資産合計 1,680,566 1,570,356

固定資産合計 2,191,501 2,058,514

資産合計 5,976,447 6,889,218
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 436,360 535,824

短期借入金 120,000 70,000

未払金 217,578 439,642

未払費用 66,436 35,536

未払法人税等 15,689 10,971

未払消費税等 41,200 113,232

賞与引当金 456,818 214,355

受注損失引当金 11,637 7,299

その他 217,911 321,020

流動負債合計 1,583,633 1,747,884

固定負債   

長期未払金 15,903 19,415

役員退職慰労引当金 84,343 310,216

資産除去債務 40,471 －

固定負債合計 140,717 329,632

負債合計 1,724,351 2,077,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金 1,970,600 1,970,600

利益剰余金 1,168,287 1,696,049

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,274,958 4,802,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,522 8,980

評価・換算差額等合計 △24,522 8,980

少数株主持分 1,660 －

純資産合計 4,252,096 4,811,701

負債純資産合計 5,976,447 6,889,218
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,498,789 7,147,199

売上原価 7,493,080 6,431,713

売上総利益 1,005,709 715,485

販売費及び一般管理費 1,145,927 1,158,922

営業損失（△） △140,217 △443,437

営業外収益   

受取利息 14,044 18,320

受取配当金 1,726 3,028

保険配当金 － 248

助成金収入 114,265 60,722

その他 28,210 13,515

営業外収益合計 158,247 95,836

営業外費用   

支払利息 794 816

その他 402 269

営業外費用合計 1,196 1,086

経常利益又は経常損失（△） 16,833 △348,687

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,076 310

特別利益合計 1,076 310

特別損失   

固定資産除却損 415 8,125

役員退職慰労金 200 181,422

その他 － 34,157

特別損失合計 615 223,704

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,294 △572,081

法人税、住民税及び事業税 127,457 10,510

法人税等調整額 △96,989 △199,528

法人税等合計 30,467 △189,018

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △383,063

少数株主損失（△） － △1,398

四半期純損失（△） △13,173 △381,664
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,912,725 2,303,914

売上原価 2,677,304 2,212,392

売上総利益 235,420 91,522

販売費及び一般管理費 356,831 366,512

営業損失（△） △121,410 △274,990

営業外収益   

受取利息 5,110 4,498

受取配当金 9 88

助成金収入 37,728 20,672

その他 2,259 1,854

営業外収益合計 45,106 27,114

営業外費用   

支払利息 267 245

その他 402 28

営業外費用合計 669 274

経常損失（△） △76,973 △248,150

特別損失   

割増退職金 － 7,333

特別損失合計 － 7,333

税金等調整前四半期純損失（△） △76,973 △255,483

法人税、住民税及び事業税 118,130 3,213

法人税等調整額 △144,825 △100,074

法人税等合計 △26,694 △96,861

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △158,621

少数株主利益 － 46

四半期純損失（△） △50,278 △158,668
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

17,294 △572,081

減価償却費 50,981 60,740

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,735 7,346

賞与引当金の増減額（△は減少） 349,859 242,463

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,023 4,338

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,039 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,080 △225,873

受取利息及び受取配当金 △15,771 △18,320

助成金収入 △114,265 △60,722

受取保険金 △6,500 －

役員退職慰労金 － 181,422

支払利息 794 816

雑収入 △12,400 －

固定資産除却損 415 8,125

売上債権の増減額（△は増加） 350,266 446,190

たな卸資産の増減額（△は増加） 348,929 △13,718

仕入債務の増減額（△は減少） △148,955 △128,857

未払金の増減額（△は減少） △98,440 △224,036

未払消費税等の増減額（△は減少） 56,221 △72,557

長期未払金の増減額（△は減少） △122,101 △3,512

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,995 △6,665

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,891 △63,498

その他 1,501 3,733

小計 568,270 △417,851

利息及び配当金の受取額 12,435 14,391

利息の支払額 △755 △955

助成金の受取額 94,242 55,587

保険金の受取額 6,500 －

役員退職慰労金の支払額 － △181,422

法人税等の支払額 △86,731 △6,124

法人税等の還付額 － 22,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 593,961 △514,299
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,478 △4,548

定期預金の払戻による収入 2,563 3,638

有形固定資産の取得による支出 △15,284 △49,289

無形固定資産の取得による支出 △22,679 △11,535

投資有価証券の取得による支出 △394,830 △1,198,323

投資有価証券の償還による収入 － 1,200,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,900 △1,021

敷金及び保証金の回収による収入 20,256 6,286

関係会社株式の取得による支出 △80,000 △45,000

長期前払費用の取得による支出 △2,499 △1,365

その他 △7,977 △2,655

投資活動によるキャッシュ・フロー △506,830 △103,815

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 50,000

配当金の支払額 △104,010 △125,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,010 △75,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,879 △693,563

現金及び現金同等物の期首残高 2,230,485 1,768,180

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,213,606 1,090,917
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは、情報サービス事業ならびにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「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）および「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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間 

（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日） 

  

（希望退職制度の実施について） 

 当社は、平成23年10月17日開催の取締役会において、以下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたし

ました。 

１．実施の理由 

 当社を取巻く環境は長期にわたる景気低迷や事業環境の変化により、非常に厳しい状況のまま推移しており

ます。このような状況をふまえ、中長期的な収益基盤の再構築の一環として、会社収益状況に見合う適正な要

員の実現と生産性向上を緊急課題として決定し、希望退職制度を実施することと致しました。 

  

２．希望退職制度の概要 

  

３．損益に与える影響 

 希望退職制度に伴い発生する特別優遇加算金は、平成23年12月期決算において特別損失として計上する予定

でありますが、退職者が確定していないため損益に与える影響は未確定であります。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

(1） 募集対象者 平成23年12月31日時点で、満45歳以上満58歳以下の正規雇用社員 

(2） 募集人数 50名程度  

(3） 募集期間 平成23年11月１日 ～ 平成23年11月15日 

(4） 退職日 平成23年12月31日 

(5）

  

その他 

  

退職者には、退職金に加え特別優遇加算金を支給するとともに、再就職支援会社を通じ

た再就職支援を行う。 
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