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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 8,566 △2.9 1,303 76.7 1,147 124.4 1,327 92.8
23年3月期第3四半期 8,819 △2.1 737 ― 511 ― 688 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,441百万円 （138.2％） 23年3月期第3四半期 605百万円 （―％）

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 20.66 ―
23年3月期第3四半期 10.72 ―

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 21,563 19,587 90.8
23年3月期 21,108 18,146 86.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  19,587百万円 23年3月期  18,146百万円

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 0.00 0.00 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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） 
連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であるため記載しておりません。今後予想が可能になりました段階で改めて公表いたしま
す。 



(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  ：  無  

(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きの対象外であります。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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 64,224,800 株 23年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 483 株 23年3月期 483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 64,224,317 株 23年3月期3Q 64,224,343 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における日本経済は、東日本大震災の影響により依然厳しい状況にある中でゆるや

かに持ち直しているものの、円高の進行や欧州の金融危機等により、先行き不透明な状況で推移しております。 

このような状況の中、当社グループは、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供を推進し、より一層の

経費削減に努めた結果、当第３四半期連結累計期間において営業利益、経常利益、四半期純利益ともに株式上場以

来の最高益となりました。 

売上高は85億66百万円（前年同期比２億52百万円減）、営業利益は13億３百万円（前年同期比５億65百万円

増）、経常利益は11億47百万円（前年同期比６億36百万円増）、四半期純利益は13億27万円（前年同期比６億38百

万円増）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の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億54百万円増加し、215億63百万円となり

ました。これは、現金及び預金23億８百万円の増加、前払年金費用及び長期前払費用など投資その他の資産７億１

百万円の減少などによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ９億86百万円減少し19億75百万円となりまし

た。これは賞与引当金３億２百万円の減少、退職給付引当金４億99百万の減少があったことなどによるものです。

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ14億41百万円増加しました。これは利益剰余

金13億27百万円の増加などによるものです。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、変動の激しい市場環境、経済情勢等により、現時点では合理的な算定が困難であ

るため記載しておりません。今後予想が可能になりました段階で改めて公表いたします。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結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。 

   

   

（３）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。 

   

   

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
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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 8,066,092 10,374,507 

売掛金 2,796,028 1,652,804 

商品及び製品 111,521 85,203 

原材料及び貯蔵品 169,424 237,478 

その他 503,388 552,077 

貸倒引当金 △4,447 △3,370 

流動資産合計 11,642,008 12,898,700 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,987,830 3,831,882 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 244,015 191,178 

有形固定資産合計 7,800,924 7,592,138 

無形固定資産   

ソフトウエア 409,798 454,439 

ソフトウエア仮勘定 62,729 130,493 

その他 2,080 1,218 

無形固定資産合計 474,608 586,150 

投資その他の資産   

投資有価証券 181,422 178,072 

その他 1,011,248 310,068 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,190,921 486,390 

固定資産合計 9,466,454 8,664,679 

資産合計 21,108,462 21,563,379 

負債の部   

流動負債   

買掛金 331,570 168,076 

未払金 482,690 482,506 

未払法人税等 47,250 46,951 

賞与引当金 430,623 127,719 

その他 822,004 971,219 

流動負債合計 2,114,139 1,796,472 

固定負債   

繰延税金負債 161,080 417 

退職給付引当金 617,252 117,262 

その他 69,334 61,545 

固定負債合計 847,667 179,225 
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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) 

負債合計 2,961,807 1,975,698 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,293,972 12,293,972 

利益剰余金 △4,172,335 △2,845,175 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 18,267,598 19,594,758 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 423 615 

為替換算調整勘定 △121,366 △7,692 

その他の包括利益累計額合計 △120,943 △7,077 

純資産合計 18,146,655 19,587,681 

負債純資産合計 21,108,462 21,563,379 
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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 8,819,586 8,566,889 

売上原価 2,561,222 2,507,737 

売上総利益 6,258,363 6,059,152 

販売費及び一般管理費 5,520,668 4,755,766 

営業利益 737,695 1,303,386 

営業外収益   

受取利息 2,140 4,238 

受取配当金 491 500 

受取賃貸料 51,090 58,474 

その他 23,824 21,299 

営業外収益合計 77,547 84,513 

営業外費用   

為替差損 263,259 189,260 

その他 40,642 51,294 

営業外費用合計 303,902 240,554 

経常利益 511,340 1,147,345 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,492 － 

為替換算調整勘定取崩額 204,941 － 

その他 2 41,748 

特別利益合計 206,436 41,748 

特別損失   

固定資産除売却損 2,467 278 

投資有価証券評価損 － 1,059 

特別損失合計 2,467 1,337 

税金等調整前四半期純利益 715,309 1,187,756 

法人税、住民税及び事業税 22,053 21,388 

法人税等調整額 4,930 △160,792 

法人税等合計 26,984 △139,404 

少数株主損益調整前四半期純利益 688,325 1,327,160 

四半期純利益 688,325 1,327,160 
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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利益 688,325 1,327,160 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,038 191 

為替換算調整勘定 △80,213 113,674 

その他の包括利益合計 △83,251 113,865 

四半期包括利益 605,073 1,441,026 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 605,073 1,441,026 
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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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