
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

  

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） 
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（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  1,041  17.5  61  9.8  62  5.7  57  9.0

23年３月期第３四半期  886  －  56  －  59  －  53  －

  
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  4,223.44  －

23年３月期第３四半期  3,876.43  －

（注）当社は、平成22年３月期より決算期を毎年５月31日から３月31日に変更しております。そのため、平成23年３月期
   第３四半期の対前年同四半期増減率については記載を省略しております。

  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  1,197  270  22.6

23年３月期  1,179  212  18.0

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 270百万円 23年３月期 212百万円 

  
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  －  0.00  0.00

24年３月期  －  0.00  －     

24年３月期（予想）        0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  無   

  （％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  1,316  6.2  82  21.7  85  18.2  70  7.5  5,141.24

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：  無   



４．その他 

  

  

（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） 

  

  
  

※  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 

 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：  無   

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 13,700株 23年３月期 13,700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 13,700株 23年３月期３Ｑ 13,700株 

・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。

・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。 

 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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」を御覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

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り依然として厳しい状況にあるなかで、

緩やかに持ち直し傾向が続きました。しかしながら、生産は持ち直しているものの輸出は弱含んでおり、企業収益

は減少、欧州の政府債務危機の懸念など厳しい経済環境が続いております。 

このような環境の中、「事業拡大のための基盤強化へ向けた全社的な業務効率化の推進」、「企業向けの継続的

ＩＴサービスへの本業回帰」や「新サービスの企画準備」などに継続して取り組んでまいりました。 

・ＩＴサービス売上 

当社の本業である「継続的ＩＴサービス」の売上は、計画を若干上回って堅調に推移しており、「一時的ＩＴサ

ービス」の売上も、新規顧客の案件等があり順調に推移いたしました。 

その結果、「ＩＴサービス」全体の売上高は、 千円（前年同期比21.8%増）となりました。 

・商品売上 

商品売上は、企業のＩＴ投資抑制の影響など厳しい事業環境が続いておりますが、主要顧客の大規模なサーバー

インフラ構築案件等を獲得したことにより、 千円（前年同期比7.1%増）となりました。 
  

また、来期以降の成長を加速させるため、新たなサービスとして「ソフトウェア・サービス」「セキュリティ関

連サービス」「スマートフォン系サービス」の準備を本格的に開始し、人的投資等を含む必要な投資を継続してお

ります。 

以上により、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比17.5%増）、営業利益 千

円（前年同期比9.8%増）、経常利益 千円（前年同期比5.7%増）となりました。また、今後の業績見通しを踏

まえ慎重に検討した結果、当第３四半期累計期間において 千円の法人税等調整額を計上したため、四半期

純利益は 千円（前年同期比9.0%増）となりました。 

なお、前記のとおり、当第３四半期累計期間において、新たなサービスとして「ソフトウェア・サービス」「セ

キュリティ関連サービス」「スマートフォン系サービス」の準備を本格的に開始したことにより、当社の従業員数

は８人増加し、47名（前期末比20.5％増）となっております。 

   

（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総資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円の増加となり

ました。その主な要因は、減価償却による有形固定資産の減少等があったものの現金及び預金や売掛金および商品

等が増加したことによるものです。 

負債合計は、前事業年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。これは、買掛金及び前受金等

の増加があったものの、設備関係未払金及び借入金等が減少したことによるものです。 

純資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加しました。これは、利益剰余金が増加したこ

とによるものです。 

なお、自己資本比率は前事業年度末と比較して4.5％上昇し、22.6％となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期通期業績予想数値につきましては、平成23年５月11日公表時から変更しておりません。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数

値と異なる可能性があります。また、変更があった場合には速やかに開示を行います。 

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

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

765,997

275,559

1,041,557 61,865

62,712

△4,331

57,861

1,197,895 18,575

39,065 927,602

270,293 57,640

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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 49,839 80,044 

売掛金 100,888 115,993 

商品 11,530 43,436 

仕掛品 603 1,150 

リース投資資産 71,894 66,498 

1年内回収予定の長期貸付金 24,905 14,994 

1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 10,971 11,232 

その他 28,642 50,627 

貸倒引当金 △1,008 △1,159 

流動資産合計 298,266 382,819 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産（純額） 324,302 449,056 

建設仮勘定 182,530 － 

その他（純額） 7,853 5,969 

有形固定資産合計 514,686 455,026 

無形固定資産 90,960 79,593 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,389 10,452 

長期貸付金 355,493 351,062 

役員に対する長期貸付金 167,944 159,495 

その他 45,600 61,755 

貸倒引当金 △304,019 △302,308 

投資その他の資産合計 275,407 280,456 

固定資産合計 881,053 815,076 

資産合計 1,179,320 1,197,895 

負債の部   

流動負債   

買掛金 83,111 108,960 

1年内返済予定の長期借入金 226,509 265,926 

未払金 32,945 30,090 

設備関係未払金 109,758 65,553 

前受金 173,240 188,387 

賞与引当金 9,949 6,322 

その他 14,074 26,688 

流動負債合計 649,587 691,929 

固定負債   

長期借入金 315,664 235,673 

リース債務 1,416 － 

固定負債合計 317,080 235,673 

負債合計 966,667 927,602 
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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 254,219 254,219 

資本剰余金 154,217 154,217 

利益剰余金 △193,524 △135,663 

株主資本合計 214,912 272,774 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,259 △2,480 

評価・換算差額等合計 △2,259 △2,480 

純資産合計 212,653 270,293 

負債純資産合計 1,179,320 1,197,895 
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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 886,109 1,041,557 

売上原価 648,042 776,364 

売上総利益 238,067 265,193 

販売費及び一般管理費 181,699 203,328 

営業利益 56,368 61,865 

営業外収益   

受取利息 13,039 11,621 

受取配当金 243 218 

受取手数料 1,400 1,546 

その他 518 1,250 

営業外収益合計 15,201 14,636 

営業外費用   

支払利息 9,180 11,086 

支払手数料 2,583 1,160 

為替差損 － 1,348 

その他 449 194 

営業外費用合計 12,213 13,789 

経常利益 59,356 62,712 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 200 

特別利益合計 － 200 

特別損失   

固定資産売却損 13 － 

固定資産除却損 6,000 0 

解決金等 － 6,227 

特別損失合計 6,013 6,227 

税引前四半期純利益 53,342 56,685 

法人税、住民税及び事業税 235 3,155 

法人税等調整額 － △4,331 

法人税等合計 235 △1,176 

四半期純利益 53,107 57,861 
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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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