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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 1,041 △18.3 △110 ― △76 ― △49 ―
24年3月期第2四半期 1,275 6.5 △174 ― △114 ― △72 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △49百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △75百万円 （―％）

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2四半期 △632.85 ―
24年3月期第2四半期 △911.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 5,060 3,754 74.2
24年3月期 5,231 3,843 73.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,754百万円 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 ― 500.00
25年3月期（予想） ― 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   

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、実際の業績は今後様々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2Q 82,000 株 24年3月期 82,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 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2Q 79,000 株 24年3月期2Q 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２四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が続く一方で、円高の長期化や世界

景気の減速感等があり、依然先行き不透明な状況が続いております。情報サービス産業においては、売上高の緩や

かな増加が続いているものの、景気の下振れリスクを抱える状況となっております。 

 このような環境下で、当社グループにおいては、学校法人向け情報処理アウトソーシングにおいて新たに２校の

大学入試業務の受注が決定したものの、予断を許さない状況は継続しております。 

 当第２四半期連結累計期間は、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２四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、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＞ 

  業務アプリケーション移行対応及びバックアップシステム開発等の剥落により、 千円（同 %減）

となりました。 

 ＜機械販売＞ 

 ホストデータ記憶装置の保守期限切れ対応等があったため、 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２四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。これは主に未払法人税等の減

少によるものであります。 

 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２四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、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２四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軽微で

あります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,041,638 18.3

110,011

174,404 76,608 114,380

49,995 72,024

832,434 17.3

134,607 48.0

74,595 632.5

170,818 5,060,182

81,639 1,305,551

89,178 3,754,630

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287,440 1,216,883

売掛金 735,790 306,218

商品 2,356 －

仕掛品 11,452 283,694

繰延税金資産 66,831 114,430

その他 195,120 66,727

貸倒引当金 △4,174 △1,523

流動資産合計 2,294,817 1,986,431

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 124,749 118,509

工具、器具及び備品（純額） 85,300 73,501

リース資産（純額） 63,921 53,532

建設仮勘定 － 3,895

有形固定資産合計 273,972 249,439

無形固定資産   

のれん 117,592 109,482

ソフトウエア 156,170 151,063

リース資産 131,303 99,263

ソフトウエア仮勘定 26,862 150,873

その他 4,425 4,411

無形固定資産合計 436,354 515,094

投資その他の資産   

投資有価証券 1,084,504 1,181,714

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 223,661 209,640

長期預金 200,000 200,000

差入保証金 175,229 174,905

その他 42,502 42,989

貸倒引当金 △42 △33

投資その他の資産合計 2,225,856 2,309,217

固定資産合計 2,936,183 3,073,751

資産合計 5,231,000 5,060,182



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,835 116,708

リース債務 122,680 106,834

未払金 20,569 14,225

未払費用 61,894 63,693

未払法人税等 161,789 10,409

賞与引当金 118,544 114,469

その他 161,483 268,243

流動負債合計 701,797 694,584

固定負債   

リース債務 88,513 58,171

退職給付引当金 526,519 539,925

長期未払金 70,360 12,870

固定負債合計 685,393 610,966

負債合計 1,387,190 1,305,551

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 2,584,036

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,845,631 3,756,136

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 △1,505

その他の包括利益累計額合計 △1,821 △1,505

純資産合計 3,843,809 3,754,630

負債純資産合計 5,231,000 5,060,182



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,275,124 1,041,638

売上原価 1,076,147 803,761

売上総利益 198,977 237,876

販売費及び一般管理費 373,381 347,888

営業損失（△） △174,404 △110,011

営業外収益   

受取利息 601 175

受取配当金 35,152 35,383

その他 28,451 865

営業外収益合計 64,206 36,424

営業外費用   

支払利息 2,725 1,569

投資事業組合運用損 1,457 1,413

その他 0 39

営業外費用合計 4,182 3,022

経常損失（△） △114,380 △76,608

特別損失   

固定資産除却損 － 280

特別損失合計 － 280

税金等調整前四半期純損失（△） △114,380 △76,888

法人税、住民税及び事業税 6,335 6,682

法人税等調整額 △48,691 △33,576

法人税等合計 △42,356 △26,893

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △72,024 △49,995

四半期純損失（△） △72,024 △49,995



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △72,024 △49,995

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,087 316

その他の包括利益合計 △3,087 316

四半期包括利益 △75,112 △49,678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,112 △49,678



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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