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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 2,052 △2.1 △131 ― △138 ― △134 ―
24年3月期第3四半期 2,095 2.4 △89 ― △76 ― △65 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △134百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △71百万円 （―％）

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 △1,483.50 ―
24年3月期第3四半期 △723.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,351 383 24.6
24年3月期 1,524 518 30.4
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 331百万円 24年3月期 464百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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 3,400 14.9 80 ― 60 ― 30 ― 331.76



(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す。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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 96,070 株 24年3月期 96,070 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 5,644 株 24年3月期 5,644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 90,426 株 24年3月期3Q 90,426 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧・復興需要の本格化等に伴い

内需は堅調に推移しましたが、財政危機による欧米経済の停滞、中国経済の減速に加え、日中関係悪化

による輸出減少等もあり外需低迷が国内経済の下方圧力となりました。

当社グループの属する情報サービス産業におきましても、景気の先行き不透明感を受け、全般的には

エンドユーザーの情報化投資に対する慎重姿勢に変化は無く、投資の手控え及び外部委託の抑制等は依

然として継続しております。

このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新規マーケッ

トの開拓に努めるとともに、当社グループ保有のソリューション製品群の拡販を図ってまいりました。

また、地方税等滞納整理・収納支援システム「CARATS」に続く自治体向けソリューションとなる小規模

コールセンター業務支援システム「Speedy Call」や、ケーブルテレビ施設管理システムのクラウド化

を実現した「Cadix-MapServer 2012」等の新製品もリリースいたしました。

しかしながら、一部既存顧客からの受注が低調に推移したこと等もあり、当第３四半期連結累計期間

における連結売上高は2,052百万円（前年同四半期比2.1%減）、連結営業損失は131百万円（前年同四半

期は89百万円の損失）、連結経常損失は138百万円（前年同四半期は76百万円の損失）、連結四半期純

損失は134百万円（前年同四半期は65百万円の損失）となりました。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は1,351百万円となり、前連結会計年度末に比べて172百万円減

少しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が179百万円、現金及び預金が49百万円それぞれ減少

し、仕掛品が34百万円、流動資産その他が26百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。

負債合計は968百万円となり、前連結会計年度末に比べて37百万円減少しました。これは、長期借入

金が125百万円、１年内返済予定の長期借入金が76百万円、流動負債その他が16百万円それぞれ増加

し、短期借入金が148百万円、社債が48百万円、支払手形及び買掛金が45百万円、未払法人税等が13百

万円それぞれ減少したことが主な要因であります。

純資産合計は383百万円となり、前連結会計年度末に比べて134百万円減少しました。これは、当第３

四半期連結累計期間に134百万円の四半期純損失を計上したことが主な要因であります。

平成24年５月11日に公表した連結業績予想から変更しておりません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません

該当事項はありません。

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。

これによる、従来の方法と比べた場合の当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であり

ます。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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：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 442,700 392,914

受取手形及び売掛金（純額） 506,975 327,843

商品及び製品 266 2,214

仕掛品 6,128 40,341

原材料及び貯蔵品 366 286

その他 62,373 88,665

流動資産合計 1,018,810 852,266

固定資産

有形固定資産 27,720 29,669

無形固定資産

のれん 23,838 19,368

その他 125,524 115,935

無形固定資産合計 149,363 135,304

投資その他の資産 327,473 334,084

固定資産合計 504,557 499,058

繰延資産 931 351

資産合計 1,524,300 1,351,675

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 147,194 101,427

短期借入金 383,020 235,000

1年内返済予定の長期借入金 46,902 123,328

未払法人税等 20,598 7,171

その他 226,744 243,246

流動負債合計 824,459 710,173

固定負債

社債 48,000 －

長期借入金 111,538 236,616

退職給付引当金 15,833 17,048

その他 6,370 4,719

固定負債合計 181,742 258,383

負債合計 1,006,201 968,556
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 958,039 958,039

利益剰余金 △302,766 △436,913

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 463,997 329,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60 2,050

その他の包括利益累計額合計 60 2,050

少数株主持分 54,041 51,218

純資産合計 518,098 383,119

負債純資産合計 1,524,300 1,351,675
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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：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 2,095,275 2,052,111

売上原価 1,609,859 1,573,578

売上総利益 485,415 478,533

販売費及び一般管理費 575,112 610,194

営業損失（△） △89,697 △131,661

営業外収益

受取利息 132 174

受取配当金 925 720

助成金収入 9,250 1,460

貸倒引当金戻入額 7,680 －

その他 5,054 1,237

営業外収益合計 23,042 3,592

営業外費用

支払利息 7,182 8,808

その他 2,736 1,803

営業外費用合計 9,918 10,611

経常損失（△） △76,573 △138,680

税金等調整前四半期純損失（△） △76,573 △138,680

法人税、住民税及び事業税 6,361 6,406

法人税等調整額 △14,070 △8,117

法人税等合計 △7,708 △1,710

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △68,864 △136,970

少数株主損失（△） △3,397 △2,823

四半期純損失（△） △65,466 △134,147
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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：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（△） △68,864 △136,970

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,264 1,990

その他の包括利益合計 △2,264 1,990

四半期包括利益 △71,128 △134,979

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,730 △132,156

少数株主に係る四半期包括利益 △3,397 △2,823
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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）

該当事項はありません。

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）

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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