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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 250 7.2 54 88.0 58 83.5 19 7.3
24年3月期第1四半期 233 △3.1 29 41.9 32 60.7 18 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 11百万円 （△16.2％） 24年3月期第1四半期 13百万円 （―％）

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1四半期 5.52 ―
24年3月期第1四半期 5.15 ―

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1四半期 1,965 1,250 63.6 354.40
24年3月期 1,853 1,274 68.8 361.10
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,250百万円 24年3月期  1,274百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 457 7.3 77 60.7 83 50.6 34 13.1 9.78
通期 870 2.6 124 28.0 135 24.2 55 △3.4 15.83



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対する四半期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 
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 、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。 

※  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   ：  無
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1Q 3,570,000 株 24年3月期 3,570,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 41,466 株 24年3月期 41,466 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,528,534 株 24年3月期1Q 3,528,534 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連需要やエコカー補助金などの効果もあり、個人

消費や生産活動は緩やかに回復しつつあるものの、円高の長期化、電力供給問題や欧州の債務問題等の懸念など、

先行きの不透明な状況で推移しました。 

  当社グループの主要顧客であるオートリース会社を中心とする自動車関連ファイナンス業界は、昨年の大震災後

の状況からは脱し、新車販売の増加に連れて、滞っていたリース車両の入れ替えも進み始めました。 

  このような中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、再販業務支援売上では、入札会における出

品台数のほぼ計画通りの推移より、前年同期比5.5％増の136,322千円となりました。システム業務支援売上ではシ

ステムの定期レンタル収入に加え一時開発案件があったことにより、前年同期比で9.4%増の114,527千円となりま

した。   

 これにより、当第１四半期連結累計期間における売上高は250,850千円で前年同期比7.2%の増収となりました。

販売費及び一般管理費は、各費目においてほぼ計画通りで前年同期比2.7％減の87,681千円となりました。営業利

益では54,532千円と前年同期比88.0%の増益となり、営業外収益として保有株式の配当等を加えた経常利益でも、

58,997千円と同83.5%の増益となりました。特別損失としてゴルフ会員権の減損分が15,105千円計上されたことに

より、これに法人税等を加減した四半期純利益では19,491千円となり、前年同期比7.3％の増益となりました。  

 なお、当社グループは、システム業務支援、再販業務支援を融合した不可分一体の事業を行っており、単一セグ

メントであります。  

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産は1,205,764千円となり、前連結会計年度末に比べ129,793千円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が113,936千円増加及び営業未収入金が10,059千円増加したことによ

るものであります。固定資産は759,610円となり、前連結会計年度末に比べ17,596千円減少いたしました。これは

主に工具、器具及び備品が8,630千円増加した一方で、投資有価証券が12,394千円減少したことによるものであり

ます。 

   この結果、総資産は、1,965,374千円となり、前連結会計年度末に比べ112,197千円増加いたしました。  

  （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は513,853千円となり、前連結会計年度末に比べ137,487千円増

加いたしました。これは主に営業未払金が156,610千円増加したことによるものであります。固定負債は201,006

千円となり、前連結会計年度末に比べ1,639千円減少いたしました。これは繰延税金負債が4,886千円減少したこ

とによるものであります。 

   この結果、負債合計は、714,859千円となり、前連結会計年度末に比べ135,847千円増加いたしました。  

  （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,250,515千円となり、前連結会計年度末に比べ23,650千円

減少いたしました。これは主に四半期純利益が19,491千円発生したものの、剰余金の配当が35,285千円発生した

ことによるものであります。 

   この結果、自己資本比率は63.6%（前連結会計年度末は63.3%）となりました。         

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績が順調に推移していることを踏まえ、第２四半期連結累計期間及び通期におきましては、平

成２４年５月２日付「平成２４年３月期決算短信」に記載致しました、当期（平成２４年４月１日～平成２５年３

月３１日）の業績予想を修正しております。 詳細につきましては、本日、別途開示しております「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

 これによる影響は、軽微であります。 

  

 該当事項はありません。   

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 724,530 838,466

売掛金 82,627 81,618

営業未収入金 17,978 28,038

有価証券 225,216 225,291

たな卸資産 1,995 309

その他 23,627 32,039

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 1,075,970 1,205,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 223,374 223,374

減価償却累計額 △64,497 △67,354

建物及び構築物（純額） 158,876 156,020

車両運搬具 11,477 11,477

減価償却累計額 △9,470 △9,649

車両運搬具（純額） 2,006 1,827

工具、器具及び備品 92,642 100,824

減価償却累計額 △78,899 △78,450

工具、器具及び備品（純額） 13,743 22,374

土地 120,430 120,430

有形固定資産合計 295,057 300,652

無形固定資産 85,828 81,644

投資その他の資産   

投資有価証券 169,133 156,739

保険積立金 173,696 177,396

その他 77,957 67,643

貸倒引当金 △24,466 △24,466

投資その他の資産合計 396,320 377,313

固定資産合計 777,206 759,610

資産合計 1,853,177 1,965,374



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,245 21,744

営業未払金 243,852 400,463

未払法人税等 33,517 22,755

賞与引当金 10,634 9,005

その他 60,115 59,883

流動負債合計 376,365 513,853

固定負債   

退職給付引当金 23,020 24,209

役員退職慰労引当金 124,703 126,684

資産除去債務 10,296 10,372

その他 44,626 39,740

固定負債合計 202,646 201,006

負債合計 579,011 714,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 191,445 191,445

資本剰余金 191,230 191,230

利益剰余金 836,497 820,702

自己株式 △18,264 △18,264

株主資本合計 1,200,908 1,185,113

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,744 65,507

為替換算調整勘定 △486 △105

その他の包括利益累計額合計 73,257 65,401

純資産合計 1,274,165 1,250,515

負債純資産合計 1,853,177 1,965,374



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 233,972 250,850

売上原価 114,850 108,636

売上総利益 119,122 142,213

販売費及び一般管理費 90,111 87,681

営業利益 29,010 54,532

営業外収益   

受取利息 30 83

受取配当金 2,398 3,002

受取賃貸料 1,619 819

その他 840 576

営業外収益合計 4,888 4,481

営業外費用   

支払利息 7 －

為替差損 14 16

持分法による投資損失 1,241 －

賃貸借契約解約損 480 －

営業外費用合計 1,743 16

経常利益 32,155 58,997

特別利益   

固定資産売却益 758 －

特別利益合計 758 －

特別損失   

固定資産除却損 － 741

ゴルフ会員権評価損 － 15,105

特別損失合計 － 15,846

税金等調整前四半期純利益 32,914 43,151

法人税、住民税及び事業税 2,855 22,138

法人税等調整額 11,890 1,521

法人税等合計 14,746 23,660

少数株主損益調整前四半期純利益 18,167 19,491

四半期純利益 18,167 19,491



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 18,167 19,491

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,763 △8,236

為替換算調整勘定 486 380

その他の包括利益合計 △4,277 △7,856

四半期包括利益 13,890 11,634

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,890 11,634



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社グループは、システム業務支援、再販業務支援を融合した不可分一体の事業を行っており、単一セグメント

であるためセグメント情報の開示を省略しております。 

   

   

 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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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