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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）

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。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出しております。

(2) 連結財政状態

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。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
当たり純資産を算出しております。

(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 1,469 △13.9 △17 ― 41 ― 46 ―
25年3月期第3四半期 1,707 △18.1 △58 ― △24 ― △20 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 53百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △20百万円 （―％）

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 6.27 ―
25年3月期第3四半期 △2.58 ―

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 4,882 3,770 77.2 516.47
25年3月期 5,481 4,021 73.4 509.11
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,770百万円 25年3月期 4,021百万円

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25年３月期期末の配当金の内訳は、普通配当：500円00銭、創立50周年記念配当：200円00銭となっております。
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。平成26年３月期の第２四半期末以前の配当金については当該株式分
割前の実際の配当金の額を記載しております。なお、当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た場合の年間配当額は、10円00銭（第２四半
期末：５円00銭、期末：５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 ― 500.00 ― 700.00 1,200.00
26年3月期 ― 500.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 ―

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
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。当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
当たり当期純利益を算出しております。

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 3,300 △5.4 270 △34.9 300 △33.5 200 △20.7 26.75
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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（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）

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。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、
株式数を算出しております。

※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報告書の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あります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想に関する事項は、四半期決算短信（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。
２．当社は、平成25年５月22日開催の取締役会において、株式分割の実施及び単元株式制度の採用を決議し、平成25年10月１日を効力発生日として当社株式
を、１株につき100株の割合をもって分割いたしました。

※ 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 8,200,000 株 25年3月期 8,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 900,000 株 25年3月期 300,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,476,727 株 25年3月期3Q 7,900,000 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、消費税率引上げにともなう駆込み需要及びその反動のリスク

や、世界景気の下振れによる景気下押しのリスクがあるものの、緩やかに回復しております。情報サービス産業に

おいても売上高は増加基調にあり、景気回復へ向かうことが期待されております。〔経済産業省 特定サービス産

業動態統計（平成25年11月分確報）より〕

このような環境下、当社グループにおきましては、金融業務及び代行業務の縮小影響を補うべく、その他の業務

の収益力向上を目指してまいりました。当第３四半期連結累計期間につきましては、株式会社学研ホールディング

スとの業務・資本提携を活かす初手として、私立中学校向けにWebを活用した出願サービスの提供を公表いたしま

した。このほか、情報処理アウトソーシングにおいて大学入試業務を新たに九州圏にて１校受託し、Web出願サー

ビスにおいて受託校数を11校増やしました。しかし、証券金融会社統合による受託業務の縮小及び顧客企業の業務

縮小による手数料減少等により、売上高は 千円（前年同四半期比 %減）となりました。一方で顧客

企業の業務縮小による機械賃借料の減少や退職給付費用の減少等により、損失幅は縮小したものの、営業損失は

千円（前年同四半期は営業損失 千円）となりました。受取配当金の増加等により、経常利益は

千円（同 経常損失 千円）、優先株式早期償還の特別利益により、四半期純利益は 千円（同 四半期純

損失 千円）となりました。

なお、当社グループの事業は、大学入試業務等をはじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急増

するといった特性があります。このため、第３四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、低い水準にとどまり、

損失計上を余儀なくされる傾向にあります。

売上高の内訳は次のとおりであります。

＜システム運用＞

証券金融会社統合による受託業務の縮小及び顧客企業の業務縮小による手数料減少等により、 千円

（前年同四半期比 %減）となりました。

＜システム開発及び保守＞

顧客システムリニューアル対応等により、 千円（同 %増）となりました。

＜機械販売＞

ホスト記憶装置の保守期限切れ対応の剥落等により、 千円（同 %減）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総資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりまし

た。仕掛品等の増加があったものの、売上債権及び関係会社株式等の減少があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に未払法人税等の減

少によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に自己株式の取得

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３半期連結累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期連結業績予想につきましては、平成

25年４月24日に公表いたしました連結業績予想と変更はありません。

（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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

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

1,469,980 13.9

17,749 58,344 41,196

24,909 46,848

20,387

1,281,186

12.8

182,441 12.7

6,352 91.7

599,437 4,882,460

347,694 1,112,237

251,742 3,770,222

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
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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 1,045,136 732,083

売掛金 1,079,028 289,513

商品 1,775 －

仕掛品 6,451 521,799

繰延税金資産 119,229 110,413

その他 61,663 89,319

貸倒引当金 △6,275 △1,619

流動資産合計 2,307,008 1,741,511

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 112,791 102,874

工具、器具及び備品（純額） 84,315 108,421

リース資産（純額） 114,887 240,113

建設仮勘定 － 6,277

有形固定資産合計 311,995 457,686

無形固定資産

のれん 101,372 89,208

ソフトウエア 266,889 305,376

リース資産 123,586 79,237

ソフトウエア仮勘定 44,208 227,452

その他 4,397 5,118

無形固定資産合計 540,454 706,393

投資その他の資産

投資有価証券 1,184,704 1,339,541

関係会社株式 500,000 －

繰延税金資産 213,845 207,644

長期預金 200,000 200,000

差入保証金 174,606 181,275

その他 49,315 48,439

貸倒引当金 △32 △33

投資その他の資産合計 2,322,439 1,976,868

固定資産合計 3,174,889 3,140,949

資産合計 5,481,898 4,882,460
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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

買掛金 82,505 63,635

リース債務 91,342 83,310

未払金 42,457 31,206

未払費用 53,634 57,624

未払法人税等 206,398 9,467

賞与引当金 109,309 55,326

その他 211,490 77,380

流動負債合計 797,138 377,950

固定負債

リース債務 152,797 237,584

退職給付引当金 497,126 483,832

長期未払金 12,870 12,870

固定負債合計 662,793 734,286

負債合計 1,459,932 1,112,237

純資産の部

株主資本

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 2,846,861 2,802,921

自己株式 △72,300 △286,500

株主資本合計 4,018,961 3,760,821

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,004 9,401

その他の包括利益累計額合計 3,004 9,401

純資産合計 4,021,965 3,770,222

負債純資産合計 5,481,898 4,882,460
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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 1,707,471 1,469,980

売上原価 1,265,087 955,672

売上総利益 442,384 514,308

販売費及び一般管理費 500,728 532,058

営業損失（△） △58,344 △17,749

営業外収益

受取利息 365 482

受取配当金 35,576 43,019

投資事業組合運用益 － 3,077

保険解約返戻金 － 12,252

その他 1,190 3,078

営業外収益合計 37,132 61,908

営業外費用

支払利息 2,243 2,650

自己株式取得費用 － 312

投資事業組合運用損 1,413 －

その他 39 －

営業外費用合計 3,696 2,963

経常利益又は経常損失（△） △24,909 41,196

特別利益

関係会社株式償還益 － 27,500

特別利益合計 － 27,500

特別損失

固定資産除却損 289 2,205

特別損失合計 289 2,205

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△25,198 66,490

法人税、住民税及び事業税 6,824 8,674

法人税等調整額 △11,635 10,967

法人税等合計 △4,810 19,641

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（△）

△20,387 46,848

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,387 46,848
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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（△）

△20,387 46,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 342 6,396

その他の包括利益合計 342 6,396

四半期包括利益 △20,045 53,245

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,045 53,245
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該当事項はありません。

当社は、平成25年６月20日開催の取締役会決議に基づき、平成25年６月21日に自己株式6,000株の取得を行いま

した。この結果、自己株式が 千円増加し、第３四半期連結会計期間末において自己株式が 千円とな

っております。

（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）

214,200 286,500
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