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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 3,838 2.2 14 10.2 23 △34.6 2 △77.6
23年3月期第3四半期 3,754 △3.7 13 ― 36 99.7 11 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △12百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 10百万円 （―％）

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 0.68 ―
23年3月期第3四半期 3.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 4,515 3,394 74.9 923.48
23年3月期 4,681 3,462 73.3 936.78
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,381百万円 23年3月期  3,430百万円

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 ― 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月期の連結業績予想（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 6,132 11.6 210 53.4 219 34.1 122 52.7 33.58



(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  ：  有  
（注）詳細は四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ２「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続き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の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）Ｐ２「連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 

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 3,940,000 株 23年3月期 3,940,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 278,361 株 23年3月期 278,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,661,639 株 23年3月期3Q 3,661,639 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わが国経済は、東日本大震災とその後の電力供給の制約などにより、国内

生産への影響が出たことに加え、米国景気の減速、欧州の金融不安による急激な円高により低迷は継続してお

り、雇用や個人所得が依然として厳しいなど、今後の景気回復の先行きは不透明な状況が続いております。 

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、東

日本大震災とタイの洪水被害に伴う投資対象の選別の影響を受け依然として厳しい状況のまま推移いたしまし

た。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の

強化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円(前年同期比2.2％増）、営業利益は

千円（同10.2％増）、経常利益は 千円（同34.6％減）、四半期純利益は 千円（同77.6％減）

となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮

小もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は

千円（前年同期は 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの受注案件が徐々に増加し、技術者の待機状態が解消してま

いりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失

千円（前年同期は 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注が徐々に回復し順調に推移いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は 千円(前年同期比2.3％減）、営業利益

千円（同1.1％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３四半期末の総資産は、売掛金の減少により前期末比 千円減の 千円となりました。純資産

は、利益剰余金等の減少により前期末比 千円減の 千円となり、自己資本比率は ％となりまし

た。    

   

（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、平成23年11月２日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありませ

ん。     

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却額

を期間按分して算定する方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法は、四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したもの

と著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。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

3,838,635

14,510 23,575 2,499

1,053,198 8.5

△53,202 △30,208

2,367,647 8.8

△2,802 △26,357

417,788 70,515

165,432 4,515,946

68,326 3,394,172 74.9

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,309,896 2,400,309

受取手形及び売掛金 1,104,494 696,893

商品及び製品 11,010 13,386

仕掛品 82,999 228,471

原材料及び貯蔵品 8,050 22,373

その他 102,466 137,605

貸倒引当金 △408 △249

流動資産合計 3,618,509 3,498,790

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 328,953 340,100

減価償却累計額 △192,064 △194,762

建物及び構築物（純額） 136,889 145,338

機械装置及び運搬具 98,829 21,522

減価償却累計額 △93,952 △19,749

機械装置及び運搬具（純額） 4,876 1,772

土地 112,278 112,278

その他 182,252 177,962

減価償却累計額 △146,511 △145,590

その他（純額） 35,741 32,371

有形固定資産合計 289,786 291,760

無形固定資産   

のれん 143,728 122,176

ソフトウエア 52,307 46,145

その他 10,645 10,470

無形固定資産合計 206,681 178,792

投資その他の資産   

投資有価証券 64,306 32,891

長期貸付金 5,406 4,075

繰延税金資産 171,864 175,523

その他 324,823 334,111

投資その他の資産合計 566,401 546,601

固定資産合計 1,062,869 1,017,155

資産合計 4,681,378 4,515,946
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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   

買掛金 40,705 34,644

未払金 289,551 264,087

未払法人税等 48,745 －

賞与引当金 148,081 36,521

役員賞与引当金 7,163 6,605

訴訟損失引当金 － 10,000

その他 87,379 146,602

流動負債合計 621,627 498,460

固定負債   

退職給付引当金 527,166 547,095

役員退職慰労引当金 70,085 76,217

固定負債合計 597,252 623,312

負債合計 1,218,879 1,121,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,872,664 2,838,547

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,414,535 3,380,418

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,617 1,016

その他の包括利益累計額合計 15,617 1,016

少数株主持分 32,346 12,737

純資産合計 3,462,499 3,394,172

負債純資産合計 4,681,378 4,515,946
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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 3,754,353 3,838,635

売上原価 3,079,672 3,136,548

売上総利益 674,681 702,086

販売費及び一般管理費 661,510 687,576

営業利益 13,170 14,510

営業外収益   

受取利息 621 603

受取配当金 1,043 1,216

不動産賃貸料 720 720

投資事業組合運用益 1,199 －

助成金収入 17,116 4,057

雑収入 2,418 2,657

営業外収益合計 23,118 9,255

営業外費用   

不動産賃貸原価 240 183

投資事業組合運用損 － 6

営業外費用合計 240 189

経常利益 36,048 23,575

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,379

特別利益合計 － 8,379

特別損失   

固定資産除却損 1,605 3,642

投資有価証券評価損 446 1,485

投資有価証券売却損 － 2,539

事務所移転費用 867 720

訴訟損失引当金繰入額 － 10,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,612 －

特別損失合計 10,532 18,387

税金等調整前四半期純利益 25,516 13,567

法人税等 14,594 11,148

少数株主損益調整前四半期純利益 10,921 2,418

少数株主損失（△） △239 △80

四半期純利益 11,161 2,499
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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 10,921 2,418

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16 △14,601

その他の包括利益合計 16 △14,601

四半期包括利益 10,938 △12,182

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,178 △12,101

少数株主に係る四半期包括利益 △239 △80
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該当事項はありません。   

   

Ⅰ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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）セグメント情報等

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 1,150,842  2,175,894  427,617  3,754,353  －  3,754,353

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  1,150,842  2,175,894  427,617  3,754,353  －  3,754,353

セグメント利益又

は損失（△） 
 △30,208  △26,357  69,736  13,170  －  13,170

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 1,053,198  2,367,647  417,788  3,838,635  －  3,838,635

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  1,053,198  2,367,647  417,788  3,838,635  －  3,838,635

セグメント利益又

は損失（△） 
 △53,202  △2,802  70,515  14,510  －  14,510

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－7－
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