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  百万円未満切捨て

（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  2,783  43.4  463  568.1  466  560.7  266  114.4

24年３月期第３四半期  1,941  60.0  69  12.8  70  5.7  124  218.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 263百万円（ ％） 279.7   24年３月期第３四半期 69百万円 （ ％） △34.3

  
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  4,733.22  4,708.85

24年３月期第３四半期  2,178.79  2,153.35

  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

25年３月期第３四半期  3,331  2,655  78.2  46,603.14

24年３月期  3,701  2,555  65.8  42,756.57

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 2,605百万円   24年３月期 2,433百万円 

  
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 － 616.00  616.00

25年３月期  － 0.00 －   

25年３月期（予想）     788.00  788.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

配当予想の修正については、本日（平成25年２月８日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照下さい。

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）

  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  4,000  21.1  500  140.4  500  138.6  220  25.5  3,913.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

連結業績予想の修正については、本日（平成25年２月８日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお
知らせ」をご参照下さい。



※  注記事項 

  

 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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３ページ「２．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」をご覧下さい。

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

（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３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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 60,108株 24年３月期 60,032株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 4,208株 24年３月期 3,106株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 56,218株 24年３月期３Ｑ 56,973株

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連結財務諸表のレビュー手続を実施中で

す。

（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、当社としてその実現を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。 
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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の経済は、期初においては、東日本大震災からの復興需要等により緩や

かながらも回復途上にありましたが、円高の長期化や欧州の債務危機及び日中関係の悪化による投資減速等により企

業部門の景況感は２四半期連続して悪化（9月、12月日銀短観における大企業製造業ＤＩ）しており、先行き不透明

な状況が継続しております。 

 一方、当社の属する情報サービス業界については、前述のように景況感は悪化するなか、2012年度ソフトウェア投

資計画は前年度比3％強の増加（12月日銀短観：ソフトウェア投資額(全産業）参照）を継続し、その幅を伸長させて

おり、年度末にむけ足元の景況感の悪化と新政権の景気対策に対する期待感が交錯するなか、計画どおりの実施の可

否が焦点になると考えられます。 

 このような経営環境の下で、当社グループは、企業収益に直結したＩＴ投資領域であるいわゆる「戦略的ＩＴ投資

領域」に特化し、この領域で顧客本位（ＩＴ投資で発注者側を支援する）のＩＴコンサルティングサービスを事業展

開することにより、他社との差別化を図り、顧客企業の潜在需要の掘り起こしに注力した結果、当第３四半期連結累

計期間の当社グループの経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項を記載すると下記のとおりです。 

①売上高については、前四半期から引き続き、公共、情報通信、製造、サービス業を中心とする顧客企業の戦略

的ＩＴコンサルティングに対するニーズが想定以上に拡大してきており、また前連結会計年度に実施した経営統

合に伴う顧客層の大幅な拡大もあいまって、第３四半期連結累計期間としては過去最高の 千円（前年

同期比43.4％増）となりました。 

  

②損益面については、前述のとおり売上高の前年同期比4割を超える大幅な拡大とプロジェクト管理の徹底及び

効率的なグループ事業運営の徹底により、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円（前年同期比568.1％増

加）、 千円（前年同期比560.7％増加）となり過去最高を記録しました。また、四半期純利益について

も、前四半期において計上しておりました保有上場有価証券の一部に関する減損損失を、株価回復により戻し入

れたため、 千円（前年同期比114.4％増加）と過去最高を記録しました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は、主に売掛金の回収による流動資産の減少により、前連結会計年度末比369,453千円減少の 千円

となりました。また、負債についても、未払金や賞与の支払い等による流動負債の減少により、前連結会計年度末比

469,530千円減少の 千円となりました。純資産は、保有自己株式の増加や子会社株式の追加取得による少数株

主持分の減少がある一方、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末比100,076千円増加の 千円とな

りました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月２日付公表の予想数値から変更しておりま 

す。詳細につきましては、本日付、別途公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高 千円 2,783,888 （前年同期比43.4％増） 

営業利益 千円 463,434 （前年同期比568.1％増） 

経常利益 千円 466,741 （前年同期比560.7％増） 

四半期純利益 千円 266,092 （前年同期比114.4％増） 

2,783,888

463,434

466,741

266,092

3,331,645

676,449

2,655,196
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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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、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損益への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
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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 718,089 1,120,362

売掛金 1,536,416 534,225

仕掛品 247,268 629,032

その他 294,837 286,190

流動資産合計 2,796,611 2,569,810

固定資産   

有形固定資産 65,134 52,318

無形固定資産   

のれん 72,899 74,803

その他 7,131 7,401

無形固定資産合計 80,030 82,204

投資その他の資産   

投資有価証券 620,063 482,311

その他 139,259 145,000

投資その他の資産合計 759,323 627,312

固定資産合計 904,487 761,835

資産合計 3,701,099 3,331,645

負債の部   

流動負債   

未払金 340,905 190,845

未払費用 99,481 69,660

賞与引当金 184,169 75,466

品質保証引当金 11,435 1,269

受注損失引当金 203,657 173,389

未払法人税等 125,485 63,982

その他 180,845 101,834

流動負債合計 1,145,979 676,449

負債合計 1,145,979 676,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 817,935 819,360

資本剰余金 1,158,364 1,159,789

利益剰余金 608,070 839,096

自己株式 △108,768 △158,756

株主資本合計 2,475,601 2,659,489

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,641 △54,373

その他の包括利益累計額合計 △41,641 △54,373

少数株主持分 121,159 50,080

純資産合計 2,555,119 2,655,196

負債純資産合計 3,701,099 3,331,645
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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 1,941,369 2,783,888

売上原価 1,418,942 1,864,660

売上総利益 522,427 919,227

販売費及び一般管理費 453,065 455,792

営業利益 69,362 463,434

営業外収益   

受取利息 121 106

有価証券利息 1,841 －

受取配当金 － 2,448

業務受託料 600 －

その他 135 1,191

営業外収益合計 2,698 3,747

営業外費用   

自己株式取得費用 1,101 441

その他 311 －

営業外費用合計 1,413 441

経常利益 70,647 466,741

特別利益   

投資有価証券売却益 － 15,916

事業譲渡益 51,293 －

持分変動利益 85,547 －

特別利益合計 136,840 15,916

特別損失   

統合費用 36,394 －

その他 1,648 －

特別損失合計 38,042 －

税金等調整前四半期純利益 169,446 482,657

法人税等 49,082 206,306

少数株主損益調整前四半期純利益 120,363 276,351

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,768 10,259

四半期純利益 124,132 266,092
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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利益 120,363 276,351

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,927 △12,732

その他の包括利益合計 △50,927 △12,732

四半期包括利益 69,435 263,618

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 73,204 253,359

少数株主に係る四半期包括利益 △3,768 10,259
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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
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