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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 14,763 △0.7 769 71.8 674 77.0 247 362.9
23年3月期第3四半期 14,864 △3.8 448 211.8 381 ― 53 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 255百万円 （341.5％） 23年3月期第3四半期 57百万円 （―％）

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 19.00 18.86
23年3月期第3四半期 3.76 3.74

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 20,952 8,302 36.2
23年3月期 19,870 8,322 38.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,582百万円 23年3月期  7,625百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
24年3月期 ― 10.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 20.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 21,300 4.9 1,130 32.6 990 21.8 630 169.5 48.34



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結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「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 15,235,840 株 23年3月期 15,235,840 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,204,881 株 23年3月期 2,204,840 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,030,991 株 23年3月期3Q 14,220,226 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（平成23年４月１日から平成23年12月31日）のわが国経済は、東日本大震災の影響に

より落ち込んだ生産活動が持ち直しつつあるものの、海外経済の減速懸念や長期化する円高などにより、先行き不

透明な状況で推移しました。 

  当社グループが属する情報サービス業界においては、景気の不透明感から、企業のIT投資への慎重姿勢が依然と

して続いており一進一退の状況でありました。そうした中でも、災害対策や経営合理化を目的としたデータセンタ

ーやクラウドサービスの利用が増加しております。 

 このような環境下、当社グループは継続して顧客企業とのリレーション強化を図るとともに、新規顧客開拓に注

力いたしました。特に企業のIT利用形態が「所有」から「利用」へと変化する中で、データセンターを活用したIT

マネージドサービスやクラウドサービスなどストックビジネスの拡大に注力し奏効しました。 

 以上の結果、売上高は情報処理サービスが順調に増加したものの、システム開発サービスが減少し、14,763百万

円（前年同四半期連結累計期間比0.7％減）となりました。  

 利益面につきましては、データセンターとクラウドサービスを中心に、収益性の高い情報処理サービス売上高の

増加に伴い、営業利益は769百万円（同71.8％増）、経常利益は674百万円（同77.0％増）、四半期純利益は247百

万円（同362.9％増）となりました。  

  

当第３四半期連結累計期間におけるサービス別売上高の状況は以下のとおりです。  

[情報処理サービス]  

 データセンターを活用したITマネージドサービスやクラウドサービスで売上を伸ばした結果、5,758百万円（前

年同四半期連結累計期間比5.7％増）となりました。 

  

[システム開発サービス]  

 震災の影響や景気の不透明感により、顧客企業のシステム投資の案件先送りや、予算の凍結などが見られた結

果、8,435百万円（同4.9％減）となりました。  

  

[システム機器販売]  

 流通業および金融業向けのシステム構築に付随した機器販売が増加した結果、569百万円（同4.7％増）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ける総資産は20,952百万円となり、前連結会計年度末比1,081百万円の増加と

なりました。その主な要因は現金及び預金の増加およびデータセンター設備の拡充などによる有形固定資産の増加

等があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,302百万円となり、自己資本比率は36.2％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年１月10日に公表しました通期の業績予想に変更はありません。 

   

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

 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。 

   

１．当四半期決算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



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,297,263 2,988,540

受取手形及び売掛金 3,492,857 3,348,421

商品及び製品 23,261 21,522

仕掛品 94,833 265,674

原材料及び貯蔵品 23,619 26,496

その他 666,785 679,526

貸倒引当金 △5,745 △9,421

流動資産合計 6,592,875 7,320,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,789,931 6,764,025

土地 3,507,614 3,495,261

その他（純額） 1,310,756 839,848

有形固定資産合計 10,608,302 11,099,136

無形固定資産   

のれん 75,637 1,676

その他 752,121 688,309

無形固定資産合計 827,758 689,986

投資その他の資産   

その他 1,884,452 1,880,848

貸倒引当金 △50,360 △43,081

投資その他の資産合計 1,834,092 1,837,766

固定資産合計 13,270,153 13,626,888

繰延資産 7,895 4,563

資産合計 19,870,923 20,952,212



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 526,762 433,205

短期借入金 2,469,320 3,164,306

未払法人税等 71,103 345,091

賞与引当金 560,012 207,938

工事損失引当金 2,353 1,304

資産除去債務 4,209 －

その他 1,567,031 2,346,890

流動負債合計 5,200,792 6,498,736

固定負債   

社債 950,000 500,000

長期借入金 4,205,420 4,447,960

退職給付引当金 621,430 622,236

資産除去債務 40,323 40,620

その他 530,946 539,833

固定負債合計 6,348,120 6,150,650

負債合計 11,548,912 12,649,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,353,189

利益剰余金 2,224,106 2,185,046

自己株式 △1,147,453 △1,147,471

株主資本合計 7,633,836 7,594,758

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,044 △12,046

その他の包括利益累計額合計 △8,044 △12,046

少数株主持分 696,219 720,114

純資産合計 8,322,011 8,302,825

負債純資産合計 19,870,923 20,952,212



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

売上高 14,864,936 14,763,480

売上原価 11,600,518 11,205,493

売上総利益 3,264,417 3,557,986

販売費及び一般管理費 2,816,294 2,788,152

営業利益 448,122 769,834

営業外収益   

受取利息 139 1,911

受取配当金 4,522 4,568

助成金収入 43,847 1,019

その他 21,736 20,025

営業外収益合計 70,245 27,525

営業外費用   

支払利息 84,009 76,783

持分法による投資損失 23,808 13,719

その他 29,162 31,925

営業外費用 136,980 122,428

経常利益 381,388 674,930

特別利益   

固定資産売却益 － 3

前期損益修正益 1,458 －

特別利益合計 1,458 3

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 19,358

持分変動損失 2,519 14,559

減損損失 － 12,623

災害による損失 － 12,029

固定資産売却損 365 2,355

固定資産除却損 2,706 1,419

投資有価証券評価損 － 1,235

退職特別加算金 60,191 －

事務所移転費用 24,260 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,997 －

固定資産臨時償却費 2,510 －

リース解約損 1,831 －

特別損失合計 101,383 63,581

税金等調整前四半期純利益 281,463 611,353

法人税等 212,964 350,886

少数株主損益調整前四半期純利益 68,499 260,467

少数株主利益 15,001 12,845

四半期純利益 53,497 247,622



（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 68,499 260,467

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,583 △4,745

その他の包括利益合計 △10,583 △4,745

四半期包括利益 57,916 255,722

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,313 243,626

少数株主に係る四半期包括利益 14,602 12,096



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


	ヘッダー3: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱アイネット（9600）平成24年３月期　第３四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


