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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 6,724 4.0 258 46.1 278 38.3 161 73.7
23年3月期第3四半期 6,467 3.3 176 122.6 201 100.9 93 188.0

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3四半期 20.74 ―

23年3月期第3四半期 11.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 7,451 5,913 79.4
23年3月期 7,807 6,025 77.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,913百万円 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3Q 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3Q 472,922 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3Q 7,792,484 株 23年3月期3Q 7,795,511 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞からは緩やかな回復基調にある

ものの、円高の長期化、欧州の財政問題、タイ洪水被害の影響などにより、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、スマートフォン関連、クラウドサービス等の需要に加え、企業等の情報化

投資は一部で回復の兆しはあるものの、顧客のコスト削減要請が根強いなど、先行き不透明な経営環境にありま

す。 

このような情勢の下、当社では、常駐顧客先ニーズへの迅速な対応による案件獲得に注力し、技術者稼働率の

向上を図りました。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、収益性の改善に

努めております。 

当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高6,724百万円（前年同期比4.0％増）、経常利益278百万円（前年

同期比38.3％増）、四半期純利益161百万円（前年同期比73.7％増）となりました。 

  

当第３四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356百万円減少し、7,451百万円となりまし

た。 

流動資産は315百万円減少し、4,580百万円となりました。主な要因は、有価証券199百万円の減少や現金及び

預金66百万円の減少、売掛金56百万円の減少によるものであります。固定資産は41百万円減少し、2,871百万円

となりました。主な要因は、前払年金費用11百万円の減少や繰延税金資産10百万円の減少、敷金保証金８百万円

の減少によるものであります。 

当第３四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244百万円減少し、1,538百万円となりまし

た。 

流動負債は255百万円減少し、1,430百万円となりました。主な要因は、預り金72百万円の増加や未払費用56百

万円の増加があったものの、賞与引当金228百万円の減少や未払法人税等142百万円の減少があったことによるも

のであります。固定負債は10百万円増加し、107百万円となりました。 

当第３四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112百万円減少し、5,913百万円となりま

した。主な要因は、利益剰余金72百万円の減少やその他有価証券評価差額金39百万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。 

  

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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,029,058 2,962,891

売掛金 1,238,940 1,182,514

有価証券 299,620 99,990

前払費用 46,096 44,272

繰延税金資産 271,320 271,169

その他 10,240 19,244

流動資産合計 4,895,276 4,580,081

固定資産

有形固定資産 83,863 74,568

無形固定資産 11,766 9,498

投資その他の資産

投資有価証券 1,477,181 1,483,603

長期預金 500,000 500,000

賃貸不動産 110,309 107,607

敷金及び保証金 234,848 226,665

保険積立金 389,386 389,386

前払年金費用 80,415 68,699

繰延税金資産 15,739 4,842

その他 9,135 6,222

投資その他の資産合計 2,817,016 2,787,027

固定資産合計 2,912,646 2,871,093

資産合計 7,807,923 7,451,175
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 430,000 430,000

未払金 58,247 49,840

未払費用 371,164 427,445

未払法人税等 170,198 27,473

未払消費税等 72,040 68,813

預り金 30,257 103,247

賞与引当金 541,000 312,998

その他 12,767 10,718

流動負債合計 1,685,675 1,430,536

固定負債

役員退職慰労引当金 96,980 107,476

固定負債合計 96,980 107,476

負債合計 1,782,655 1,538,012

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 5,025,098

自己株式 △353,152 △353,969

株主資本合計 6,101,963 6,029,008

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,072 △36,078

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △76,694 △115,845

純資産合計 6,025,268 5,913,162

負債純資産合計 7,807,923 7,451,175
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 6,467,033 6,724,438

売上原価 5,238,555 5,455,124

売上総利益 1,228,477 1,269,313

販売費及び一般管理費 1,051,666 1,010,938

営業利益 176,811 258,375

営業外収益

受取利息 6,232 12,491

受取配当金 5,633 6,434

賃貸不動産収入 6,086 6,192

助成金収入 14,110 2,348

雑収入 2,311 2,603

営業外収益合計 34,373 30,069

営業外費用

支払利息 4,759 4,758

賃貸不動産費用 4,882 4,855

営業外費用合計 9,642 9,614

経常利益 201,542 278,830

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 21,786 6,720

固定資産除却損 270 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 30,370 34,425

税引前四半期純利益 171,172 277,648

法人税等 78,139 116,003

四半期純利益 93,032 161,644
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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附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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