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四半期報告書提出予定日 平成26年2月13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 

（百万円未満切捨て） 

１．平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

（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   %

26年3月期第3四半期 562 4.4 △64 ― △82 ― △64 ― 

25年3月期第3四半期 538 4.1 △69 ― △69 ― △59 ― 

（注） 包括利益    26年3月期第3四半期 △57百万円（－％）  25年3月期第3四半期 △60百万円（－％） 

 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

26年3月期第3四半期 △38.46 ― 

25年3月期第3四半期 △35.91 ― 

 （注）当社は､平成 25 年 10 月１日付けで１株につき 200 株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。 

 

（２）連結財政状態 

 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

26年3月期第3四半期 819 561 68.5 336.80

25年3月期 873 621 70.9 373.04

（参考）自己資本    26年 3月期第3四半期 561百万円       25年 3月期 619百万円 

 （注）当社は､平成 25 年 10 月１日付けで１株につき 200 株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して１株当たり純資産を算定しております。 

 

２．配当の状況 

 
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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年3月期 ― 0.00 ―  

26年3月期(予想)  0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 

 

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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 

 

通  期 

百万円

928

 ％ 

24.7 

百万円

△19

％

 ―

百万円

△59

％

 ―

百万円 

△41 

％ 

 ― 

円   銭

△24.94

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

当社は､平成 25 年 10 月１日付けで１株につき 200 株の株式分割を行っております。業績予想の１株当たり当期純利益は当該株式分割後の発行

済株式数（自己株式を除く）により算定しております。 

 

 

 

 

 



 

 

※ 注記事項 

 

（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  

 新規  ―社 (社名)   、除外  ―社 (社名)  

 

（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 

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 会計上の見積もりの変更 ：無 

④ 修正再表示 ：無 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 26年3月期3Ｑ 1,780,000株 25年3月期 1,780,000株

② 期末自己株式数 26年3月期3Ｑ 113,600株 25年3月期 113,600株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年3月期3Ｑ 1,666,400株 25年3月期3Ｑ 1,666,400株

 （注）当社は､平成 25 年 10 月１日付けで１株につき 200 株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して発行済株式数を算定しております。 

 

 

※ 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、 

金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記により記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 

実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の大胆な金融緩和を受け、株価の回

復や消費マインドの改善が顕著となり、景気持ち直しの動きが加速しております。  

 当社グループの主要な事業領域である情報サービス業界においては、企業のＩＴ投資が回復傾向にあるものの、 

利益率の低迷は依然続いております。 

 このような環境の中、当第３四半期連結累計期間において、売上高は 千円(前年同期比4.4％増)となりまし

た。一方、販売費及び一般管理費は減少したものの、売上原価率が上昇し、営業損失 千円(前年同期は営業損

失 千円)、経常損失 千円(前年同期は経常損失 千円)、四半期純損失は 千円(前年同期は四半

期純損失 千円)となりました。 

 今後、当社はＩＴを活用したマーケティングソリューションの提供等によりコンサルティング機能を拡充し、ビジ

ネスインテグレータとして新たなサービスの創造やマーケットの開拓、さらに新たな異業種企業との提携に努め、収

益機会の創出を積極的に進めてまいります。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりま

した。これは、短期貸付金は 千円増加したものの、現金及び預金が 千円減少したことが主な要因であ

ります。主な短期貸付金の貸付先は株式会社北栄であり、当第３四半期連結会計期間末における貸付額は 千

円であります。固定資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。これは主に、長期

貸付金の 千円増加及び投資有価証券が 千円増加したことによるものであります。主な長期貸付金の貸

付先は株式会社北栄であり、当第３四半期連結会計期間末における貸付額は 千円であります。これにより、

総資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。 

 流動負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。これは主に、買掛金が 千円

減少したことによるものであります。固定負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりまし

た。これは主に退職給付引当金が 千円増加したことによるものであります。これにより、負債の残高は

千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。 

 純資産の残高は四半期純損失の計上等に伴い 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点では平成25年11月８日に公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。 

  今後、変更等が生じた場合には適切に開示してまいります。 

  

  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

562,144

64,222

69,868 82,486 69,019 64,094

59,839

362,134 297,879

144,285 486,124

118,750

456,959 243,313

194,759 34,911

166,249

819,094 54,565

132,494 7,351 33,470

125,350 13,171

4,814 257,844

5,820

561,250 60,385

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 519,446 33,321

受取手形及び売掛金 93,244 119,701

商品 664 500

仕掛品 339 10,693

貯蔵品 217 292

短期貸付金 19,042 163,328

その他 29,539 38,930

貸倒引当金 △2,481 △4,634

流動資産合計 660,013 362,134

固定資産   

有形固定資産 32,817 35,078

無形固定資産 52,935 54,743

投資その他の資産   

投資有価証券 69,674 104,585

長期貸付金 6,210 200,969

その他 58,661 67,734

貸倒引当金 △6,653 △6,152

投資その他の資産合計 127,892 367,137

固定資産合計 213,645 456,959

資産合計 873,659 819,094

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,779 23,308

短期借入金 2,400 21,761

1年内返済予定の長期借入金 4,552 8,230

未払法人税等 4,523 3,210

賞与引当金 25,280 13,455

その他 46,308 62,527

流動負債合計 139,845 132,494

固定負債   

長期借入金 9,891 7,808

退職給付引当金 83,560 88,374

その他 18,726 29,167

固定負債合計 112,178 125,350

負債合計 252,023 257,844
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,050 467,050

資本剰余金 510,270 510,270

利益剰余金 △264,456 △328,551

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 617,091 552,996

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,984 8,253

その他の包括利益累計額合計 1,984 8,253

少数株主持分 2,559 －

純資産合計 621,635 561,250

負債純資産合計 873,659 819,094
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 538,379 562,144

売上原価 399,958 442,087

売上総利益 138,421 120,056

販売費及び一般管理費 208,289 184,279

営業損失（△） △69,868 △64,222

営業外収益   

受取利息及び配当金 233 3,137

違約金収入 － 2,346

その他 994 1,346

営業外収益合計 1,228 6,831

営業外費用   

支払利息 194 280

持分法による投資損失 － 24,777

その他 184 36

営業外費用合計 379 25,095

経常損失（△） △69,019 △82,486

特別利益   

関係会社株式売却益 31,962 －

投資有価証券売却益 － 16,582

特別利益合計 31,962 16,582

特別損失   

事業構造改善費用 11,773 －

その他 709 －

特別損失合計 12,483 －

税金等調整前四半期純損失（△） △49,539 △65,904

法人税、住民税及び事業税 1,105 750

法人税等還付税額 △60 －

法人税等調整額 8,900 －

法人税等合計 9,945 750

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,484 △66,654

少数株主利益又は少数株主損失（△） 354 △2,559

四半期純損失（△） △59,839 △64,094

少数株主利益又は少数株主損失（△） 354 △2,559

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,484 △66,654

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △853 6,268

その他の包括利益合計 △853 6,268

四半期包括利益 △60,338 △60,385

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,693 △57,826

少数株主に係る四半期包括利益 354 △2,559
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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