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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 6,008 △2.3 145 △18.0 146 △17.7 74 △23.6
23年3月期第3四半期 6,151 △8.2 176 △34.0 178 △34.3 97 △35.8

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 3,454.64 ―
23年3月期第3四半期 4,519.24 ―

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 3,334 2,373 71.2
23年3月期 3,313 2,332 70.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,373百万円 23年3月期  2,332百万円

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 ― 0.00 ― 1,540.00 1,540.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 1,940.00 1,940.00

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 8,160 0.1 250 6.9 252 6.8 139 20.0 6,455.63



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期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。 

(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 21,590 株 23年3月期 21,590 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 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 21,590 株 23年3月期3Q 21,590 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料は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「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（平成23年4月1日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の

復旧・復興に向けた財政支援が講じられる中、生産活動や輸出等、回復基調にあるものの、円高水準の長

期化や株価低迷、設備投資の抑制等先行き不透明な状況は拭えず、雇用・所得環境についても引き続き厳

しい状況で推移しております。 

当社の事業環境につきましても、情報サービス分野におきましては、新規顧客の開拓や既存顧客に対す

る提案によるニーズの掘り起こしを積極的に推進したものの、企業のIT関連投資に対する慎重な姿勢は変

わらず、人材ビジネス分野におきましても、派遣先における派遣社員の雇い止めや、直接雇用による派遣

事業の縮小傾向は続いており、全体的に内製化による影響や案件の先送り、一時凍結など回復傾向には依

然厳しい状況にあります。 

このような状況の下、当第３四半期累計期間における売上高は、6,008百万円(前年同四半期比2.3％

減）となりました。一方、本年度7月に本社を新宿区西新宿へ移転したことに伴う本社移転費用等の一時

的な発生による一般管理費が増加したことから営業利益145百万円（同18.0％減）、経常利益146百万円

（同17.7％減）、四半期純利益は74百万円（同23.6％減）となりました。 

  

 セグメント別の売上高及びセグメント利益（営業利益）の推移は次のとおりであります。 

 

①システムソリューションサービス事業 

既存のシステム開発案件は堅調に推移したものの、当期前半からの銀行系システム開発支援業務の縮

小及び後半から見込んでいました電子申告関連等の新規事業案件が確保出来なかったことから、当第３

四半期累計期間の売上高は2,476百万円（前年同四半期比5.0％減）となりました。一方、外注費コスト

の削減や内製化による生産性の向上に努めた結果、セグメント利益（営業利益）は280百万円（同3.1％

増）となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

労働者派遣法改正案を見越した派遣契約の打切りによる人材派遣業務の急激な減少傾向が続く中、IT

関連のカスタマーセンター派遣、流通関連のアウトソーシング業務の売上増加により、当第３四半期累

計期間の売上高は3,531百万円（前年同四半期比0.4％減）とほぼ横ばいを確保することが出来ました。

一方、人材派遣業務における赤字案件契約の解消に努めたことやアウトソーシング業務の売上増加に伴

う利益額が増加した結果、セグメント利益（営業利益）は204百万円（同10.2％増）となりました。 

  

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

23年3月期 
第3四半期累計期間

24年3月期 
第3四半期累計期間

対前年同期増減率

セグメント名 売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

システムソリューションサービス 2,606 272 2,476 280 △5.0 3.1

ＢＰＯサービス 3,545 185 3,531 204 △0.4 10.2

合    計 6,151 458 6,008 485 △2.3 5.9
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（資産の部） 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して20百万円増加し、3,334百万円と

なりました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して16百万円減少し、3,154百万円となりました。これは主に、売掛

金が18百万円、仕掛品が11百万円増加したこと、現金及び預金が57百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

 固定資産は、前事業年度末と比較して37百万円増加し、179百万円となりました。これは主に、本社移

転に伴う有形固定資産が64百万円増加し、敷金及び保証金が27百万円減少したこと等であります。  

（負債の部） 

当第３四半期会計期間末における総負債は、前事業年度末と比較して20百万円減少し、960百万円とな

りました。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して24百万円減少し、929百万円となりました。これは主に、未払金

が33百万円増加し、賞与引当金が70百万円、本社移転費用引当金27百万円及び未払法人税等20百万円が減

少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末とほぼ同額の31百万円であります。 

（純資産の部） 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して40百万円増加し、2,373百万円と

なりました。これは、当第３四半期純利益74百万円及び配当金の支払い33百万円等であります。 

  

平成23年5月11日付「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表しました業績予想に変

更はございません。なお、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、今

後様々な要因により異なる場合があります。 

  

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て計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（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 1,876,915 1,819,414

売掛金 1,124,087 1,142,979

仕掛品 22,363 33,656

貯蔵品 992 224

繰延税金資産 134,288 134,288

その他 19,246 30,945

貸倒引当金 △6,557 △6,659

流動資産合計 3,171,335 3,154,848

固定資産

有形固定資産 17,979 82,905

無形固定資産 1,310 1,310

投資その他の資産 122,903 95,287

固定資産合計 142,194 179,503

資産合計 3,313,530 3,334,352

負債の部

流動負債

買掛金 115,055 113,199

未払金 437,463 470,947

未払法人税等 76,063 55,115

賞与引当金 177,245 106,972

役員賞与引当金 7,500 6,750

本社移転費用引当金 27,519 －

その他 113,063 176,380

流動負債合計 953,909 929,365

固定負債

長期未払金 746 737

役員退職慰労引当金 25,930 30,391

固定負債合計 26,676 31,128

負債合計 980,585 960,493

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,809,888 1,851,225

株主資本合計 2,327,936 2,369,273

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,008 4,585

評価・換算差額等合計 5,008 4,585

純資産合計 2,332,944 2,373,858

負債純資産合計 3,313,530 3,334,352
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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 6,151,739 6,008,365

売上原価 5,576,603 5,409,471

売上総利益 575,136 598,894

販売費及び一般管理費 398,232 453,835

営業利益 176,903 145,058

営業外収益

受取利息 1,142 1,146

受取配当金 300 307

その他 26 307

営業外収益合計 1,469 1,761

経常利益 178,372 146,819

特別利益

貸倒引当金戻入額 418 －

本社移転費用引当金戻入額 － 374

その他 20 －

特別利益合計 438 374

特別損失

ゴルフ会員権評価損 250 －

特別損失合計 250 －

税引前四半期純利益 178,560 147,193

法人税、住民税及び事業税 80,990 72,608

四半期純利益 97,570 74,585
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 178,560 147,193

減価償却費 14,614 15,051

貸倒引当金の増減額（△は減少） △418 102

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － △20,493

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,603 △70,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △563 4,461

受取利息及び受取配当金 △1,442 △1,453

売上債権の増減額（△は増加） 69,895 △18,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,394 △10,524

仕入債務の増減額（△は減少） △15,373 △1,856

未払金の増減額（△は減少） △45,368 33,878

その他 △2,486 58,735

小計 152,421 135,929

利息及び配当金の受取額 1,547 1,196

法人税等の支払額 △108,113 △90,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,854 46,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,725 △87,397

無形固定資産の取得による支出 △1,933 －

敷金の差入による支出 － △24,988

敷金の回収による収入 － 41,872

貸付金の回収による収入 1,249 －

その他 60 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,348 △70,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △47,211 △33,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,211 △33,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,705 △57,500

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,083 1,876,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,887,377 1,819,414
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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） 

 該当事項はありません。 

  

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適

用しております。 

  

Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額△281,272千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報

（６）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソ 
リューション 
サービス

ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,606,139 3,545,600 6,151,739 ─ 6,151,739

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,606,139 3,545,600 6,151,739 ─ 6,151,739

セグメント利益 272,494 185,681 458,175 △281,272 176,903
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Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額△340,349千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソ 
リューション 
サービス

ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,476,978 3,531,387 6,008,365 ─ 6,008,365

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,476,978 3,531,387 6,008,365 ─ 6,008,365

セグメント利益 280,864 204,543 485,407 △340,349 145,058

（７）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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当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

  

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 1,481,717 92.9

合計 1,481,717 92.9

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 1,952,133 82.4 653,238 81.4

ＢＰＯサービス 3,343,768 107.6 1,010,643 114.8

合計 5,295,902 96.7 1,663,882 98.9

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 2,476,978 95.0

ＢＰＯサービス 3,531,387 99.6

合計 6,008,365 97.7
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