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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 9,433 ― 361 ― 373 ― 317 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 72.18 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

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 6,536 3,998 61.2
23年3月期 6,441 3,782 58.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,998百万円 23年3月期  3,782百万円

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 ― 10.00 25.00
24年3月期 ― 10.00 ―

24年3月期（予想） 15.00 25.00

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 13,500 8.7 440 28.1 440 3.2 320 △58.9 72.81



(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3Q 4,395,000 株 23年3月期 4,395,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 220 株 23年3月期 220 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 4,394,780 株 23年3月期3Q 4,394,824 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きの対象外であり、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き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予想は、現時点入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確実な要素等の要因により、実際の業績
は記載見通しとは異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響に加え、歴史的な円高水準の継続や欧州での信用不

安の長期化などにより、依然先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 情報サービス業界においては、震災を契機とする情報システムの安全性の見直しや、スマートフォン関連市場の

拡大などによる需要回復の兆しが見られる一方、不透明な事業環境の下、依然企業の情報化投資は抑制傾向が続い

ております。 

 このような環境の下、当社は幅広いユーザー企業との取引拡大に向けた受注活動の推進と、ソフトウェア開発及

びシステム運用管理の効率化を進めました。  

  この結果、当第３四半期累計期間における経営成績は、売上高は 千円、営業利益は 千円、経

常利益は 千円、四半期純利益は 千円となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報   

 当第３四半期会計期間末における流動資産は 千円となり、前事業年度末に比べ433,016千円増加いたし

ました。これは、主に現金及び預金340,606千円の増加、仕掛品113,414千円の増加によるものであります。固定資

産は 千円となり、前事業年度末に比べ338,129千円減少いたしました。これは主にソフトウェア288,448

千円の減少によるものであります。 

 この結果、総資産は 千円となり、前事業年度末に比べ94,886千円増加いたしました。 

  

 当第３四半期会計期間末における流動負債は 千円となり、前事業年度末に比べ37,072千円増加いたし

ました。固定負債は 千円となり、前事業年度末に比べ157,476千円減少いたしました。これは主に退職給付

引当金179,945千円の減少によるものであります。  

 この結果、負債合計は 千円となり、前事業年度末に比べ120,404千円減少いたしました。 

  

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は 千円となり、前事業年度末に比べ215,290千円増加いた

しました。これは主に利益剰余金229,338千円の増加によるものであります。  

   

 （３）業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期の通期業績予想につきましては、現時点において平成23年７月29日の「平成24年３月期 第１四

半期決算短信」で公表いたしました数値から変更ありません。 

  業績見通し等将来に関しましては、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が、今後開示基準に該当する変化が生

じた場合は速やかにお知らせいたします。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

9,433,567 361,265

373,435 317,233

5,100,202

1,436,380

6,536,583

2,047,994

490,567

2,538,562

3,998,021
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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 2,526,305 2,866,912

受取手形及び売掛金 1,838,920 1,840,876

商品 2,358 15,190

仕掛品 122,999 236,413

その他 179,184 142,652

貸倒引当金 △2,582 △1,844

流動資産合計 4,667,185 5,100,202

固定資産   

有形固定資産 162,554 245,007

無形固定資産   

ソフトウエア 692,969 404,520

その他 15,222 14,197

無形固定資産合計 708,191 418,718

投資その他の資産   

投資有価証券 369,766 347,293

その他 542,496 431,673

貸倒引当金 △8,498 △6,311

投資その他の資産合計 903,764 772,655

固定資産合計 1,774,510 1,436,380

資産合計 6,441,696 6,536,583

負債の部   

流動負債   

買掛金 462,291 449,838

短期借入金 966,660 866,660

未払法人税等 21,898 106,937

賞与引当金 200,101 51,666

その他 359,970 572,891

流動負債合計 2,010,921 2,047,994

固定負債   

長期借入金 133,340 83,345

退職給付引当金 451,714 271,768

その他 62,989 135,453

固定負債合計 648,044 490,567

負債合計 2,658,966 2,538,562
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 1,196,550 1,196,550

利益剰余金 1,856,980 2,086,318

自己株式 △122 △122

株主資本合計 3,803,408 4,032,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,677 △34,724

評価・換算差額等合計 △20,677 △34,724

純資産合計 3,782,730 3,998,021

負債純資産合計 6,441,696 6,536,583
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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）

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 9,433,567

売上原価 8,262,783

売上総利益 1,170,783

販売費及び一般管理費 809,518

営業利益 361,265

営業外収益  

受取利息 481

受取配当金 6,367

受取保険金 5,000

その他 7,553

営業外収益合計 19,403

営業外費用  

支払利息 6,118

その他 1,115

営業外費用合計 7,233

経常利益 373,435

特別利益  

投資有価証券売却益 778

退職給付制度改定益 203,564

特別利益合計 204,342

特別損失  

投資有価証券評価損 795

特別損失合計 795

税引前四半期純利益 576,982

法人税、住民税及び事業税 109,606

法人税等調整額 150,142

法人税等合計 259,748

四半期純利益 317,233
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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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