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(百万円未満切捨て)

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）

（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 8,465 5.8 △24 ― △41 ― 150 ―
23年３月期第３四半期 7,998 ― △141 ― △170 ― △66 ―

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 24 ―
23年３月期第３四半期 △7 73 ―

（２）財政状態

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 12,191 5,927 48.6
23年３月期 10,129 5,045 49.8

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 5,927百万円 23年３月期 5,045百万円

２．配当の状況

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 ― 0 00 ― 10 00 10 00
24年３月期 ― 0 00 ―
24年３月期(予想) 10 00 10 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)

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 11,800 3.5 △100 ― △150 ― 90 3.6 11 77



 

  

 

 

 
  

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。 

  

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期３Ｑ 8,146,471株 23年３月期 8,146,471株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 498,400株 23年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 7,845,061株 23年３月期３Ｑ 8,590,135株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から穏やかに持ち直しの動きが見られるもの
の、海外経済の減速、円高等の影響により依然として厳しい状況にあります。 
情報サービス業界におきましては、企業の情報化投資に対する慎重な姿勢は継続し、厳しい経営環境が

続いております。 
このような状況の中、当社は、期首より新経営体制の下、事業部制から事業本部制へ移行することによ

り、組織間の連携強化・経営効率の向上によるコスト適正化を図るとともに、受注および売上の拡大に努
めてまいりました。 
その中で、民間関連事業における既存顧客からの継続的な受注および取引拡大が大きく貢献し、売上

高、営業利益・経常利益ともに前年実績を上回り、ほぼ計画通り順調に推移いたしました。 
これらの結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高8,465百万円となりました。また利益面

では、営業損失24百万円、経常損失41百万円、四半期純利益150百万円となりました。 
  

当第３四半期における総資産は12,191百万円となり、前事業年度末と比べ2,062百万円増加しました。
これは主に、売掛金の減少505百万円があったものの、投資有価証券の時価評価に伴う増加1,604百万円、
資金の借入及び投資有価証券の売却等に伴う現金及び預金の増加805百万円、仕掛品の増加194百万円によ
るものです。 
  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に発表いたしました通期業績予想から修
正を行っております。 
詳細につきましては、本日別途開示いたしました「特別利益の発生及び業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 
  

  

○税金費用の計算 

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り、税引前四
半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法を採用しております。 
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用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する方法によっております。 
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

（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
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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 1,907,470 2,712,822

売掛金 2,213,218 1,707,518

商品及び製品 28,125 24,540

仕掛品 25,352 219,755

繰延税金資産 108,570 108,570

その他 160,133 122,657

貸倒引当金 △3,000 △18,000

流動資産合計 4,439,869 4,877,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,220,630 1,224,128

減価償却累計額 △802,504 △820,787

建物及び構築物（純額） 418,126 403,341

土地 3,304,710 3,304,710

その他 313,053 331,402

減価償却累計額 △250,878 △265,650

その他（純額） 62,174 65,752

有形固定資産合計 3,785,011 3,773,804

無形固定資産

ソフトウエア 56,536 39,848

その他 9,815 9,815

無形固定資産合計 66,352 49,664

投資その他の資産

投資有価証券 1,131,833 2,736,694

長期貸付金 64,614 49,124

その他 708,752 743,302

貸倒引当金 △67,300 △38,700

投資その他の資産合計 1,837,901 3,490,420

固定資産合計 5,689,265 7,313,889

資産合計 10,129,135 12,191,753
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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

買掛金 487,390 392,275

1年内償還予定の社債 130,000 115,000

短期借入金 528,000 872,000

1年内返済予定の長期借入金 964,630 1,189,113

未払法人税等 156,800 109,812

賞与引当金 273,494 111,294

役員賞与引当金 22,000 18,000

訴訟損失引当金 71,300 71,300

その他 410,440 641,062

流動負債合計 3,044,055 3,519,858

固定負債

社債 120,000 50,000

長期借入金 1,398,876 1,647,339

繰延税金負債 348,710 878,650

役員退職慰労引当金 112,000 112,000

その他 59,796 56,367

固定負債合計 2,039,382 2,744,358

負債合計 5,083,437 6,264,216

純資産の部

株主資本

資本金 2,905,422 2,905,422

資本剰余金 1,468,471 1,468,471

利益剰余金 129,867 199,327

自己株式 － △275,186

株主資本合計 4,503,761 4,298,034

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 541,935 1,629,502

評価・換算差額等合計 541,935 1,629,502

純資産合計 5,045,697 5,927,537

負債純資産合計 10,129,135 12,191,753
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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 7,998,552 8,465,379

売上原価 7,298,359 7,638,012

売上総利益 700,192 827,367

販売費及び一般管理費 841,256 851,814

営業損失（△） △141,063 △24,447

営業外収益

受取利息及び配当金 4,793 6,463

受取家賃 16,976 17,112

貸倒引当金戻入額 2,600 10,688

その他 9,714 15,358

営業外収益合計 34,084 49,624

営業外費用

支払利息 55,154 55,806

貸与資産減価償却費 5,166 5,394

その他 3,440 5,629

営業外費用合計 63,762 66,829

経常損失（△） △170,741 △41,652

特別利益

投資有価証券売却益 25,203 305,032

関係会社株式売却益 9,450 －

特別利益合計 34,653 305,032

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 4,750

割増退職金 － 4,106

投資有価証券評価損 16,767 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,509 －

特別損失合計 27,276 8,856

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △163,364 254,524

法人税等 △97,000 103,600

四半期純利益又は四半期純損失（△） △66,364 150,924
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年４月４日開催の取締役会及び平成23年５月30日開催の取締役会、並びに平成23年８

月４日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項を決議し、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（ス

タンダード）において市場買付をいたしました。 

この結果、当第３四半期累計期間において自己株式が275,186千円、498,400株増加し、当第３四半期

会計期間末における自己株式は275,186千円、498,400株となっております。 

  

（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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