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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） 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、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 

（注）当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、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。  

(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 1,015 2.7 6 △78.5 8 △74.4 △1 ―
25年3月期第3四半期 988 △0.9 28 △47.0 32 △41.8 13 △57.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 0百万円 （△93.3％） 25年3月期第3四半期 14百万円 （△53.6％）

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 △0.21 ―
25年3月期第3四半期 2.07 ―

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 2,910 2,198 75.5 346.11
25年3月期 2,909 2,236 76.9 346.91
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 2,198百万円 25年3月期 2,236百万円

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 
平成26年3月期（予想）期末の配当金については、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した額で記載しており
ます。なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当金は、200円00銭（第２四半期末：0円00銭 期末：200円00銭）となります。 

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 ― 200.00 200.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 2.00 2.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
平成26年３月期の業績予想につきましては、当社グループを取り巻く事業環境及び、新規事業の影響等により、詳細な数値を算出することが困難であるため、
レンジ形式で通期の業績予想のみを記載しております。 

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
1,350 

～1,550
1.4 

～16.4
20

～120
△50.0

～200.0
20

～120
△58.3

～150.0
10 

～65
△56.5 

～182.6
1.57

～10.23



(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２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」をご覧ください。 

(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） 

（注）当社は、平成25年10月1日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、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（普通株式）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
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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、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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 7,253,500 株 25年3月期 7,253,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 901,300 株 25年3月期 806,300 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,382,600 株 25年3月期3Q 6,447,200 株
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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、政府の積極的な経済・金融政策の影響により、円安株高が進

行し、景気の自律的回復への動きが見え始めております。しかしながら、消費税増税を控えての個人消費低迷の懸

念と、不安定な海外経済の動向といった景気の下振れリスクも存在しており、依然として先行きは不透明な状況が

続いております。 

このような経済環境下におきまして、当社グループは収益構造の強化に向け、積極的にグループ経営体制による

シナジー効果を追求し、営業力強化のための戦略的取り組み、新規サービスの開発等を行ってまいりました。 

これらの営業活動及び販売促進活動に注力した結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、 千円（前

年同期比 %増）となりました。 

利益面では、子会社において業務改善への取り組みに伴う一時的な費用等を計上したこと及び、新規サービスの

開発費負担増等により、営業利益 千円（前年同期比 %減）、経常利益 千円（前年同期比 %減）、

四半期純損失 千円となりました。 

  

  

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比べ 千円減少し 千円となりま

した。これは自己株式の取得及び技術センターの土地取得による現金及び預金の減少等によるものであります。固

定資産につきましては、主に土地の取得により前連結会計年度末と比べ 千円増加し 千円となりま

した。負債につきましては、ペイメントサービスの拡大等に伴う未払金が 千円増加したこと等により、前連

結会計年度末と比べ 千円増加し 千円となりました。純資産につきましては、自己株式の取得に加

え、配当を実施したこと等から、前連結会計年度末と比べ 千円減少し 千円となりました。 

   

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、当初の予想の範囲内に推移していることから、平成25年５月10日の「平成25年３

月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

   

   

（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 

税金費用につきましては、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。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,015,314

2.7

6,206 78.5 8,203 74.4

1,366

30,145 1,081,937

30,545 1,828,388

29,945

38,464 711,790

38,064 2,198,535

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 832,667 773,145

受取手形及び売掛金 24,870 22,058

有価証券 100,135 99,835

商品及び製品 22,595 32,127

仕掛品 275 860

原材料及び貯蔵品 6,059 5,296

その他 125,504 148,639

貸倒引当金 △25 △25

流動資産合計 1,112,082 1,081,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 607,978 591,266

土地 646,749 793,720

その他（純額） 29,385 24,983

有形固定資産合計 1,284,112 1,409,969

無形固定資産   

のれん 50,453 39,130

その他 327,377 243,354

無形固定資産合計 377,830 282,484

投資その他の資産 135,899 135,934

固定資産合計 1,797,843 1,828,388

資産合計 2,909,926 2,910,325
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,974 50,814

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 12,608 8,280

賞与引当金 － 17,564

その他 261,573 279,267

流動負債合計 667,155 705,926

固定負債 6,169 5,863

負債合計 673,325 711,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 825,630 811,369

自己株式 △377,149 △403,265

株主資本合計 2,239,762 2,199,386

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34 92

為替換算調整勘定 △3,127 △942

その他の包括利益累計額合計 △3,161 △850

純資産合計 2,236,600 2,198,535

負債純資産合計 2,909,926 2,910,325
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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 988,770 1,015,314

売上原価 505,363 541,336

売上総利益 483,407 473,978

販売費及び一般管理費 454,476 467,771

営業利益 28,930 6,206

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,551 1,338

為替差益 2,304 1,921

その他 1,356 903

営業外収益合計 5,213 4,162

営業外費用   

支払利息 1,824 1,730

その他 309 435

営業外費用合計 2,133 2,166

経常利益 32,009 8,203

税金等調整前四半期純利益 32,009 8,203

法人税、住民税及び事業税 18,671 9,569

法人税等合計 18,671 9,569

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

13,337 △1,366

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,337 △1,366
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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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

13,337 △1,366

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 127

為替換算調整勘定 836 2,184

その他の包括利益合計 850 2,311

四半期包括利益 14,188 944

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,188 944

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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