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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 517 △8.7 △68 ― △34 ― △20 ―
24年3月期第1四半期 566 △9.0 △127 ― △93 ― △55 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △18百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △52百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △255.01 ―
24年3月期第1四半期 △705.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 5,172 3,785 73.2
24年3月期 5,231 3,843 73.5
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 3,785百万円 24年3月期 3,843百万円

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

24年3月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 500.00 ― 500.00 1,000.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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
※当社業務は、売上高・利益共に下期に偏重する傾向があるために、第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。

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 3,700 △5.9 300 △28.5 340 △29.3 210 △10.5 2,658.23

作本 宜之
ＯＤＫ



(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

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）２ペー
ジ「２．サマリー情報（注記事項）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）

※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、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予
想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 82,000 株 24年3月期 82,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,000 株 24年3月期 3,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 79,000 株 24年3月期1Q 79,000 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による緩やかな景気回復傾向が見

られる一方、長期化する欧州債務問題や電力需給問題等による景気の下振れリスクを抱える状況になっておりま

す。情報サービス産業においては、このような様相を反映し、全般的にＩＴ投資の抑制傾向が続く一方、新たな投

資も発生しており、若干のプラス基調で推移している状況です。

このような環境下で、当社グループは創立50周年に向けさらなる飛躍を実現しうるよう、中期経営計画（平成24

～26年度）に基づき「首都圏営業の強化」「提携先との関係深耕、協業事業者の拡大」「技術者育成・内製化促進

によるコスト削減」を重点課題として様々な施策に取組んでおります。

その結果、当第１四半期連結累計期間は、システム開発及び保守で売上増加があったものの、株主名簿管理人業

務の剥落等によるシステム運用売上の減少により、売上高は 千円（前年同四半期比 %減）となりまし

た。一方で株主名簿管理人業務関連機器の解約による機械賃借料の減少及び費用削減による物件費の減少等によ

り、損失幅は縮小したものの、営業損失は 千円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常損失は

千円（同 経常損失 千円）、四半期純損失は 千円（同 四半期純損失 千円）となりまし

た。

なお、当社グループの事業は、大学入試業務等をはじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急増

するといった特性があります。このため、第１四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、他の四半期に比べ極め

て低い水準にとどまり、損失計上を余儀なくされる傾向にあります。

売上高の内訳は、次のとおりであります。

＜システム運用＞

主に株主名簿管理人業務の剥落等によって運用手数料が減少したため、 千円（前年同四半期比 %

減）となりました。

＜システム開発及び保守＞

システム統合開発や顧客証券会社への移管対応等の売上計上により、 千円（同 %増）となりまし

た。

＜機械販売＞

顧客証券会社向けの販売があり、 千円（同 %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１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりまし

た。仕掛品やソフトウェア仮勘定等の増加があったものの、売上債権等の減少があったことによるものでありま

す。

負債は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。

純資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に利益剰余金の減

少によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期連結業績予想につきましては、平

成24年４月25日に公表いたしました連結業績予想と変更はありません。

（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

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正にともない、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響はありま

せん。

１．当四半期決算に関する定性的情報

517,390 8.7

68,790 127,423

34,000 93,212 20,145 55,772

438,013 12.6

73,549 22.3

5,826 14.4

58,864 5,172,136

1,040 1,386,150

57,823 3,785,985

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,287,440 1,727,901

売掛金 735,790 249,210

商品 2,356 －

仕掛品 11,452 113,775

繰延税金資産 66,831 103,713

その他 195,120 43,715

貸倒引当金 △4,174 △1,304

流動資産合計 2,294,817 2,237,013

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 124,749 118,851

工具、器具及び備品（純額） 85,300 77,559

リース資産（純額） 63,921 59,849

有形固定資産合計 273,972 256,260

無形固定資産

のれん 117,592 113,537

ソフトウエア 156,170 142,114

リース資産 131,303 122,546

ソフトウエア仮勘定 26,862 88,254

その他 4,425 4,418

無形固定資産合計 436,354 470,871

投資その他の資産

投資有価証券 1,084,504 1,084,477

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 223,661 204,745

長期預金 200,000 200,000

差入保証金 175,229 175,186

その他 42,502 43,619

貸倒引当金 △42 △38

投資その他の資産合計 2,225,856 2,207,991

固定資産合計 2,936,183 2,935,123

資産合計 5,231,000 5,172,136



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 54,835 49,052

リース債務 122,680 116,380

未払金 20,569 10,220

未払費用 61,894 59,040

未払法人税等 161,789 6,045

賞与引当金 118,544 168,705

その他 161,483 353,376

流動負債合計 701,797 762,823

固定負債

リース債務 88,513 80,029

退職給付引当金 526,519 530,428

長期未払金 70,360 12,870

固定負債合計 685,393 623,327

負債合計 1,387,190 1,386,150

純資産の部

株主資本

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 2,673,531 2,613,885

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,845,631 3,785,985

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,821 －

その他の包括利益累計額合計 △1,821 －

純資産合計 3,843,809 3,785,985

負債純資産合計 5,231,000 5,172,136



（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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 566,574 517,390

売上原価 507,214 398,926

売上総利益 59,359 118,463

販売費及び一般管理費 186,783 187,253

営業損失（△） △127,423 △68,790

営業外収益

受取利息 293 32

受取配当金 35,075 35,188

その他 274 459

営業外収益合計 35,644 35,680

営業外費用

支払利息 1,432 851

その他 0 39

営業外費用合計 1,432 891

経常損失（△） △93,212 △34,000

特別損失

固定資産除却損 － 104

特別損失合計 － 104

税金等調整前四半期純損失（△） △93,212 △34,105

法人税、住民税及び事業税 5,113 4,005

法人税等調整額 △42,553 △17,965

法人税等合計 △37,439 △13,959

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △55,772 △20,145

四半期純損失（△） △55,772 △20,145



（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △55,772 △20,145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,272 1,821

その他の包括利益合計 3,272 1,821

四半期包括利益 △52,499 △18,323

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,499 △18,323



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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