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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 3,811 7.4 △22 ― △12 ― △47 ―
24年3月期第1四半期 3,549 12.8 82 ― 85 ― 20 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △53百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 35百万円 （―％）

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 △6.32 ―
24年3月期第1四半期 2.32 ―

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 9,573 5,868 59.2
24年3月期 10,291 5,977 56.2
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,671百万円 24年3月期  5,783百万円

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 ― 5.00 ― 7.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,580 2.7 230 △36.3 235 △36.1 130 16.7 17.51
通期 16,000 4.1 750 △11.2 760 △12.2 460 83.0 61.97



(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、添付資料P.2「1.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2） 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 

 （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、添付資料P.2「1.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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。実際の業績等に影響を与える
可能性のある重要な要因には、主として以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
（1） 当社グループの事業領域を取り巻く経済情勢 
（2） 当社グループが提供するサービスに対する需要動向 

※  注記事項

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 9,046,000 株 24年3月期 9,046,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,622,841 株 24年3月期 1,622,841 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,423,159 株 24年3月期1Q 8,803,215 株
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(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

税金費用については、当第１四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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(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）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。

これにより、従来の方法に比べて、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

損失はそれぞれ1,091千円減少しております。

１．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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２．四半期連結財務諸表
(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 4,712,512 4,693,490

売掛金 2,841,340 2,047,176

仕掛品 240,319 247,694

その他 481,256 501,625

貸倒引当金 △436 △338

流動資産合計 8,274,991 7,489,647

固定資産

有形固定資産 115,821 225,121

無形固定資産 95,488 83,958

投資その他の資産

その他 1,813,305 1,784,956

貸倒引当金 △8,280 △10,740

投資その他の資産合計 1,805,025 1,774,216

固定資産合計 2,016,334 2,083,295

資産合計 10,291,325 9,572,942

負債の部

流動負債

買掛金 616,679 493,042

短期借入金 － 30,000

未払法人税等 393,662 49,944

賞与引当金 558,340 319,999

役員賞与引当金 37,700 12,250

その他の引当金 104,771 204

資産除去債務 7,228 －

その他 907,135 1,046,217

流動負債合計 2,625,515 1,951,656

固定負債

退職給付引当金 1,538,911 1,555,657

役員退職慰労引当金 124,986 121,199

その他 25,278 76,500

固定負債合計 1,689,175 1,753,356

負債合計 4,314,690 3,705,012

純資産の部

株主資本

資本金 2,233,490 2,233,490

資本剰余金 2,669,438 2,669,438

利益剰余金 1,598,814 1,499,926

自己株式 △716,865 △716,865

株主資本合計 5,784,877 5,685,989

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2,252 △14,502

その他の包括利益累計額合計 △2,252 △14,502

少数株主持分 194,010 196,443

純資産合計 5,976,635 5,867,930

負債純資産合計 10,291,325 9,572,942
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(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書
(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)

売上高 3,548,642 3,810,615

売上原価 2,914,183 3,211,066

売上総利益 634,459 599,549

販売費及び一般管理費 552,761 621,522

営業利益又は営業損失（△） 81,698 △21,973

営業外収益

受取利息 975 646

受取配当金 2,037 6,088

保険解約益 － 3,607

その他 2,408 2,045

営業外収益合計 5,420 12,386

営業外費用

支払利息 183 317

貸倒引当金繰入額 150 2,459

固定資産除却損 1,406 －

その他 2 60

営業外費用合計 1,741 2,836

経常利益又は経常損失（△） 85,377 △12,423

特別損失

固定資産除却損 － 6,340

事業構造改善費用 － 5,400

特別損失合計 － 11,740

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

85,377 △24,163

法人税等 63,422 16,595

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,955 △40,758

少数株主利益 1,498 6,169

四半期純利益又は四半期純損失（△） 20,457 △46,927

少数株主利益 1,498 6,169

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

21,955 △40,758

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,967 △12,736

その他の包括利益合計 12,967 △12,736

四半期包括利益 34,922 △53,494

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,424 △59,177

少数株主に係る四半期包括利益 1,498 5,683
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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

㈱ビジネスブレイン太田昭和（9658）平成25年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -




