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(百万円未満切捨て)

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

（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 10,373 △8.5 △440 － △493 － △652 －

23年３月期第３四半期 11,342 0.2 △435 － △487 － △319 －

(注) 包括利益 24年３月期第３四半期 △694百万円( －％) 23年３月期第３四半期 △353百万円( －％)

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 △57.62 －
23年３月期第３四半期 △28.19 －

（２）連結財政状態

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 14,054 6,710 47.7
23年３月期 15,423 7,426 48.2

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 6,710百万円 23年３月期 7,426百万円

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 － 2.00 2.00

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 ： 有

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）

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 15,500 △8.5 0 － △50 － △350 － △30.9

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   
  

 

   

 

 
  

  

  

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名）   － 、除外 －社（社名）   －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(注) 詳細は添付資料４ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）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 11,793,600株 23年３月期 11,793,600株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 463,885株 23年３月期 467,002株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 11,329,137株 23年３月期３Ｑ 11,326,077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、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おりませ

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、添付

資料３ページ「連結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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響に伴う企業の生産活動停滞に

より後退いたしましたが、復旧・復興が進むに連れ緩やかに回復しつつありました。しかしながら、タ

イの洪水による影響や欧州の債務問題に加えて、急激な円高の進行もあり先行き不透明感が強まりまし

た。 

情報サービス産業におきましては、インフラ面での震災復興が優先されることやタイの洪水被害によ

る企業業績の悪化などによりＩＴ関連投資の抑制傾向が強まり、国内ＩＴ市場は縮小傾向にありまし

た。このような状況のなか、市場での競争はさらに激しさを増しており、経営環境は依然として厳しい

状況にあります。 

このような環境の下、当社グループは、同業他社とのアライアンスを積極的に推進し受注拡大に取り

組んでまいりました。また、福祉用具関連業務トータルシステム＜ＳＷＡＴ ｐｌｕｓ＞など既存のソ

リューションの付加価値を高めるため、クラウドサービスやスマートフォン・タブレット型端末など多

機能携帯端末を活用し、顧客の利便性や事業効率を高めることにも注力してまいりました。さらに、安

定した収益を確保するため、“開発型ビジネス”から顧客の情報システムの運用支援サービスやＩＴア

ウトソーシングサービスなどの“サービス型ビジネス”への転換を図るべくサービスメニューの拡充に

も努めてまいりました。しかしながら、ＩＴ関連投資が抑制されたことでシステム開発の受注が回復せ

ず、金融業向けや流通業向けのシステム開発売上が大きく減少するとともに、前期の大型案件の反動に

よりシステム機器販売も前年同期に比べ減少いたしました。 

この結果、業績は低調に推移し当第３四半期連結累計期間の売上高は103億73百万円（前年同期比

8.5％減）となりました。 

営業損失及び経常損失は、外注費削減や人件費を始めとする諸経費の大幅な縮減などコスト圧縮を徹

底したものの、前年同期をやや下回り、営業損失４億40百万円（前年同期は営業損失４億35百万円）、

経常損失４億93百万円（前年同期は経常損失４億87百万円）となりました。また、東京・名古屋の事務

所移転に伴う特別損失の計上や、法人税率の引下げに伴う繰延税金資産の一部取り崩しによる法人税等

調整額の増加などにより、四半期純損失６億52百万円（前年同期は四半期純損失３億19百万円）となり

ました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は140億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ13

億69百万円減少いたしました。流動資産は92億90百万円となり、14億９百万円減少いたしました。主

な要因は、受取手形及び売掛金の減少（15億66百万円）等であります。固定資産は47億63百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ40百万円増加いたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は73億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

億52百万円減少いたしました。流動負債は31億47百万円となり、５億44百万円減少いたしました。主

な要因は、支払手形及び買掛金の減少（１億53百万円）、未払金の減少（２億96百万円）等でありま

す。固定負債は41億96百万円となり、１億８百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金の減

少（１億３百万円）、長期未払金の減少（73百万円）等であります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は67億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ

７億16百万円減少いたしました。主な要因は、第３四半期連結累計期間における四半期純損失の計上

（６億52百万円）等であります。 

  なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.2%から47.7%となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成23年10月19日に公表いたしました予想数値を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成24年２月８日）公表の「業績予想及び期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

(注) 業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

従来、当社及び連結子会社において、有形固定資産(リース資産除く)の減価償却方法について、定

率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、将来にわたり定額法に変更しておりま

す。この変更は、当社の主要拠点の移転に伴って新たに取得した資産が、当社の有形固定資産総額に

占める割合が大きくなったことを契機に、有形固定資産の処分・更新実績や使用状況、保有資産の構

成内容を検討した結果、投資効果や利益貢献が長期的かつ安定的に発現され、耐用年数にわたり取得

原価を均等に期間配分する定額法が、安定的に収益を計上するサービス事業の拡大を予定している当

社の状況に鑑みて、収益と減価償却費との合理的な対応を図り、より適正な期間損益計算を行うこと

に資すると判断したためであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が8,347千円減少し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ8,347千円減少しております。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

有形固定資産(リース資産除く)の減価償却の方法の変更
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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 5,034,066 4,436,707

受取手形及び売掛金 4,616,828 3,050,279

商品及び製品 146,486 204,510

仕掛品 496,709 1,011,816

繰延税金資産 228,921 339,781

その他 191,153 248,876

貸倒引当金 △14,245 △1,494

流動資産合計 10,699,920 9,290,477

固定資産

有形固定資産 229,565 319,793

無形固定資産 384,375 562,441

投資その他の資産

投資有価証券 1,105,359 1,702,530

繰延税金資産 1,584,817 1,467,379

差入保証金 506,769 282,205

その他 979,540 471,735

貸倒引当金 △67,143 △42,450

投資その他の資産合計 4,109,344 3,881,401

固定資産合計 4,723,286 4,763,635

資産合計 15,423,206 14,054,113
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（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

支払手形及び買掛金 460,934 307,635

短期借入金 375,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 1,051,516 1,004,716

未払金 1,218,952 922,225

未払法人税等 37,562 20,534

賞与引当金 267,750 124,666

受注損失引当金 2,136 10,120

その他 278,096 327,364

流動負債合計 3,691,948 3,147,263

固定負債

長期借入金 1,458,686 1,355,032

退職給付引当金 2,654,324 2,722,849

長期未払金 191,446 118,390

固定負債合計 4,304,456 4,196,271

負債合計 7,996,405 7,343,534

純資産の部

株主資本

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 3,880,752 3,880,687

利益剰余金 83,841 △591,609

自己株式 △142,311 △141,361

株主資本合計 7,597,382 6,922,816

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △162,686 △202,946

為替換算調整勘定 △7,894 △9,290

その他の包括利益累計額合計 △170,581 △212,237

純資産合計 7,426,801 6,710,578

負債純資産合計 15,423,206 14,054,113
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（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 11,342,574 10,373,033

売上原価 9,260,807 8,207,256

売上総利益 2,081,766 2,165,776

販売費及び一般管理費 2,517,323 2,606,731

営業損失（△） △435,556 △440,954

営業外収益

受取利息 10,404 4,365

受取配当金 17,695 18,006

仕入割引 7,427 0

保険配当金 5,679 6,000

その他 5,620 4,938

営業外収益合計 46,827 33,310

営業外費用

支払利息 34,846 37,193

有価証券償還損 － 4,814

有価証券売却損 2,239 2,437

有価証券評価損 38,367 25,887

持分法による投資損失 14,798 13,238

その他 8,409 2,139

営業外費用合計 98,661 85,710

経常損失（△） △487,390 △493,353

特別利益

投資有価証券売却益 － 21,000

特別利益合計 － 21,000

特別損失

事務所移転費用 11,265 156,157

会員権評価損 － 5,050

特別損失合計 11,265 161,207

税金等調整前四半期純損失（△） △498,656 △633,561

法人税、住民税及び事業税 9,864 10,034

法人税等調整額 △189,244 9,202

法人税等合計 △179,379 19,236

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △319,276 △652,798

四半期純損失（△） △319,276 △652,798
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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損失（△） △319,276 △652,798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,689 △40,260

為替換算調整勘定 △5,617 △1,396

その他の包括利益合計 △34,306 △41,656

四半期包括利益 △353,582 △694,454

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △353,582 △694,454

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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