
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ＯＤＫソリューションズ 上場取引所 大 
コード番号 3839 URL http://www.odk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西井 生和
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 勝根 秀和 TEL 06-6202-0251
四半期報告書提出予定日 平成25年2月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

25年3月期第3四半期 1,707 △18.1 △58 ― △24 ― △20 ―
24年3月期第3四半期 2,084 △2.4 △140 ― △80 ― △87 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △20百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △89百万円 （―％）

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3四半期 △258.07 ―
24年3月期第3四半期 △1,113.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 4,941 3,744 75.8
24年3月期 5,231 3,843 73.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,744百万円 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 

(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3Q 82,000 株 24年3月期 82,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 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3Q 79,000 株 24年3月期3Q 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、東日本大震災の復興需要が引続き下支えする一方で、世界景

気の減速等を背景として弱い動きとなっております。情報サービス産業においても売上高は低調裡に推移する等、

景気の下振れリスクを抱える状況が続いております。 

 このような環境下、当社グループにおきましては、学校法人向け情報処理アウトソーシングにおいて、大学入試

業務２校の新規受託に加え、中高一貫校１校の入試業務を受注いたしました。しかし、予断を許さない状況は継続

しております。 

 当第３四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３四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３四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。仕掛品等の増加があったものの、現預金及び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３四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３四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

1,707,471 18.1

58,344

140,330 24,909 80,110 20,387

87,983

1,469,291 12.1

161,892 59.2

76,288 371.2

289,480 4,941,520

190,434 1,196,756

99,045 3,744,763

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287,440 850,130

売掛金 735,790 353,891

商品 2,356 －

仕掛品 11,452 367,536

繰延税金資産 66,831 96,656

その他 195,120 87,871

貸倒引当金 △4,174 △1,925

流動資産合計 2,294,817 1,754,161

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 124,749 112,247

工具、器具及び備品（純額） 85,300 88,581

リース資産（純額） 63,921 79,629

有形固定資産合計 273,972 280,458

無形固定資産   

のれん 117,592 105,427

ソフトウエア 156,170 320,970

リース資産 131,303 131,134

ソフトウエア仮勘定 26,862 40,501

その他 4,425 4,404

無形固定資産合計 436,354 602,438

投資その他の資産   

投資有価証券 1,084,504 1,177,895

関係会社株式 500,000 500,000

繰延税金資産 223,661 205,472

長期預金 200,000 200,000

差入保証金 175,229 174,854

その他 42,502 46,276

貸倒引当金 △42 △37

投資その他の資産合計 2,225,856 2,304,461

固定資産合計 2,936,183 3,187,358

資産合計 5,231,000 4,941,520



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,835 49,339

リース債務 122,680 102,244

未払金 20,569 31,049

未払費用 61,894 63,912

未払法人税等 161,789 7,458

賞与引当金 118,544 51,654

その他 161,483 237,174

流動負債合計 701,797 542,835

固定負債   

リース債務 88,513 112,599

退職給付引当金 526,519 528,451

長期未払金 70,360 12,870

固定負債合計 685,393 653,921

負債合計 1,387,190 1,196,756

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 2,574,143

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,845,631 3,746,243

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 △1,479

その他の包括利益累計額合計 △1,821 △1,479

純資産合計 3,843,809 3,744,763

負債純資産合計 5,231,000 4,941,520



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,084,894 1,707,471

売上原価 1,684,996 1,265,087

売上総利益 399,897 442,384

販売費及び一般管理費 540,228 500,728

営業損失（△） △140,330 △58,344

営業外収益   

受取利息 915 365

受取配当金 35,227 35,576

その他 29,373 1,190

営業外収益合計 65,517 37,132

営業外費用   

支払利息 3,839 2,243

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 5,297 3,696

経常損失（△） △80,110 △24,909

特別損失   

固定資産除却損 175 289

特別損失合計 175 289

税金等調整前四半期純損失（△） △80,286 △25,198

法人税、住民税及び事業税 9,583 6,824

法人税等調整額 △1,886 △11,635

法人税等合計 7,696 △4,810

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △87,983 △20,387

四半期純損失（△） △87,983 △20,387



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △87,983 △20,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,538 342

その他の包括利益合計 △1,538 342

四半期包括利益 △89,522 △20,045

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △89,522 △20,045



 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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