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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第3四半期 28,959 4.0 1,978 5.2 2,118 3.3 664 ―
23年12月期第3四半期 27,850 2.8 1,880 50.7 2,049 41.3 △222 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 827百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △442百万円 （―％）

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12月期第3四半期 33.37 ―
23年12月期第3四半期 △11.06 ―

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12月期第3四半期 31,218 19,308 60.5 950.90
23年12月期 31,363 19,294 60.3 940.21
（参考） 自己資本  24年12月期第3四半期  18,900百万円 23年12月期  18,913百万円

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12月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
24年12月期 ― 16.00 ―
24年12月期（予想） 16.00 32.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 40,000 2.9 2,700 3.4 2,850 2.7 1,015 ― 50.98



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および発表日現在における仮定等に基づいて作成したものであり、不確定な要素を含んでおりま
す。上記業績予想に関する事項については添付資料等をご参照ください。 

※  注記事項

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12月期3Q 21,541,400 株 23年12月期 21,541,400 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 1,665,008 株 23年12月期 1,425,008 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 19,921,939 株 23年12月期3Q 20,116,870 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   ＜概況＞  

当第３四半期連結累計期間(平成24年１月１日～平成24年９月30日、以下「当第３四半期」)におけるわが国

の経済は、震災の復興需要などから緩やかな回復基調にあったものの、国際経済環境の不安定化を背景に、先

行きは不透明な状況で推移しました。 

国内ITサービス市場は、今年度のプラス成長が見込まれているものの、大型開発案件の減少、サービス価格

の低下傾向などにより厳しい受注環境が続いています。一方、医薬品開発支援分野では、受注競争は激化して

いるものの、市場は緩やかな拡大を続けています。 

このような状況下で、当社グループは、お客様のIT投資動向に対応して受注の確保に努めたほか、特化分野

である医薬品開発支援サービスの先鋭化を進めました。 

その結果、当第３四半期の売上高は前年同期比4.0％増加の289億59百万円となり、営業利益は前年同期比

5.2％増加の19億78百万円、経常利益は前年同期比3.3％増加の21億18百万円となりました。四半期純利益につ

きましては、当第２四半期連結会計期間に特定プロジェクト対策損失９億13百万円を計上した結果、６億64百

万円となりました。 

＜受注状況＞ 

当第３四半期の受注高は、前年同期比6.9％減少の294億69百万円となりました。また、当第３四半期末の受

注残高は、前年同四半期末比9.2％減少の148億24百万円となりました。 

＜セグメント別の概況＞ 

①システム構築サービス 

信託向けの減少などにより、システム構築サービスの当第３四半期の売上高は、前年同期比7.2％減少の110

億58百万円となりました。 

②システム運用管理サービス 

医薬向けで伸長したことにより、システム運用管理サービスの当第３四半期の売上高は、前年同期比2.3％

増加の112億80百万円となりました。 

③BPO/BTOサービス 

医薬品開発支援サービスが引き続き堅調に推移したため、BPO/BTOサービスの当第３四半期の売上高は、前

年同期比34.7％増加の66億19百万円となりました。 

※BPO：Business Process Outsourcing   

※BTO：Business Transformation Outsourcing 

    

（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、前連結会計年度末に比べて１億44百万円減少して312億18百万円となり、負債

は、前連結会計年度末に比べて１億58百万円減少して119億10百万円となりました。  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加し、193億８百万円となりました。 

      

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成24年５月22日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。     

   

   

（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 

 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（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,391 8,783

受取手形及び売掛金 7,040 6,384

有価証券 514 909

商品 16 1

仕掛品 770 1,291

貯蔵品 25 20

繰延税金資産 1,015 832

その他 1,002 622

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 17,768 18,837

固定資産   

有形固定資産 969 889

無形固定資産   

のれん 2,324 2,196

その他 1,135 945

無形固定資産合計 3,459 3,141

投資その他の資産   

投資有価証券 6,561 5,684

繰延税金資産 1,761 1,847

その他 872 856

貸倒引当金 △30 △39

投資その他の資産合計 9,165 8,349

固定資産合計 13,594 12,381

資産合計 31,363 31,218
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,401 2,143

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 263 400

賞与引当金 287 945

受注損失引当金 94 23

その他 2,567 2,299

流動負債合計 5,913 6,113

固定負債   

社債 1,200 900

退職給付引当金 4,489 4,510

その他 465 386

固定負債合計 6,155 5,796

負債合計 12,069 11,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 12,885 12,909

自己株式 △1,494 △1,657

株主資本合計 19,062 18,923

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 230 351

為替換算調整勘定 △379 △375

その他の包括利益累計額合計 △148 △23

少数株主持分 380 407

純資産合計 19,294 19,308

負債純資産合計 31,363 31,218
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 27,850 28,959

売上原価 21,855 22,738

売上総利益 5,995 6,220

販売費及び一般管理費 4,115 4,242

営業利益 1,880 1,978

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 124 87

持分法による投資利益 62 27

投資事業組合運用益 － 22

その他 68 33

営業外収益合計 263 176

営業外費用   

支払利息 17 15

投資事業組合運用損 17 －

社債発行費 21 －

その他 36 21

営業外費用合計 93 37

経常利益 2,049 2,118

特別利益   

持分変動利益 － 26

投資有価証券売却益 405 97

その他 1 －

特別利益合計 406 124

特別損失   

特定プロジェクト対策損失 － 913

訴訟和解金 3,000 －

固定資産除却損 1 －

投資有価証券評価損 3 22

その他 3 21

特別損失合計 3,008 958

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（△）

△552 1,284

法人税、住民税及び事業税 345 557

法人税等調整額 △795 24

法人税等合計 △450 582

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（△）

△102 701

少数株主利益 120 36

四半期純利益又は四半期純損失（△） △222 664
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△102 701

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △302 121

為替換算調整勘定 △37 4

その他の包括利益合計 △340 125

四半期包括利益 △442 827

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △561 790

少数株主に係る四半期包括利益 119 36
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 該当事項はありません。  

  

    

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、業務執行の意思

決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもの

であります。 

当社は、サービス別の事業単位から構成されており、「システム構築サービス」「システム運用管理サー

ビス」及び「BPO/BTOサービス」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの内容は、以下のとおりであります。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

・システム構築サービス システムコンサルティング、システム開発、システム保守、 

インフラ構築、パッケージインテグレーション 

・システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、 

データセンター、ヘルプデスク/コールセンター 

・BPO/BTOサービス ビジネスプロセス・アウトソーシング、 

ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング 

(株)シーエーシー（4725）平成24年12月期　第3四半期決算短信

7



２．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 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年1月1日 至 平成23年9月30日）                        （単位：百万円）

（注）セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年9月30日）                      （単位：百万円）

（注）セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。   

  

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

    該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント

合計 システム構築
サービス 

システム運用管理
サービス 

BPO/BTO 
サービス 

売上高  

外部顧客への売上高  11,911  11,024  4,914  27,850

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －

計  11,911  11,024  4,914  27,850

セグメント利益  1,091  636  152  1,880

  

報告セグメント

合計 システム構築
サービス 

システム運用管理
サービス 

BPO/BTO 
サービス 

売上高  

外部顧客への売上高  11,058  11,280  6,619  28,959

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －

計  11,058  11,280  6,619  28,959

セグメント利益  825  259  893  1,978

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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（１）サービス別連結受注状況 

（単位：百万円）

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）サービス別連結売上高 

（単位：百万円）

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）業種別連結売上高 

（単位：百万円）

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

4.補足情報

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日） 

受注高増減

受注高 受注残 受注高 受注残 金額  増減率(%)

システム構築サービス  13,131  3,620  10,979  2,765  △2,151  △16.4

システム運用管理サービス  12,246  6,567  12,290  7,019  44  0.4

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス  6,286  6,136  6,199  5,039  △87  △1.4

合計  31,664  16,324  29,469  14,824  △2,194  △6.9

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日） 

増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

システム構築サービス  11,911  42.8  11,058  38.2  △852  △7.2

システム運用管理サービス  11,024  39.6  11,280  39.0  256  2.3

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス  4,914  17.6  6,619  22.8  1,705  34.7

合計  27,850  100.0  28,959  100.0  1,109  4.0

  

前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日） 

増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額  増減率(%)

金融  3,099  11.1  2,863  9.9  △236  △7.6

信託  4,303  15.5  3,599  12.4  △703  △16.4

医薬  8,641  31.0  10,171  35.1  1,530  17.7

食品  3,477  12.5  3,134  10.8  △343  △9.9

製造  2,036  7.3  1,965  6.8  △71  △3.5

サービス他  6,291  22.6  7,225  25.0  934  14.8

合計  27,850  100.0  28,959  100.0  1,109  4.0
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