
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

   

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第３四半期 10,332 △0.4 △2 ― △61 ― △278 ―
24年３月期第３四半期 10,373 △8.5 △440 ― △493 ― △652 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 △220百万円( ―％) 24年３月期第３四半期 △694百万円( ―％)

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３四半期 △24.55 ―
24年３月期第３四半期 △57.62 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 13,348 5,864 43.9
24年３月期 14,008 6,081 43.4

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 5,864百万円 24年３月期 6,081百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 6.00 6.00

(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）

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 16,000 5.3 500 ― 500 ― 300 ― 26.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) 25年３月期３Ｑ 11,793,600株 24年３月期 11,793,600株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 453,820株 24年３月期 463,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 11,337,514株 24年３月期３Ｑ 11,329,137株

※ 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
・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、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３ページ「連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩や

かな回復基調が見られたものの、長期化する円高や欧州債務危機問題を発端とする世界経済減速の

影響から、依然として先行き不透明感を払拭できない状況が続きました。 

情報サービス産業におきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及およびクラウドサー

ビス等のニーズの高まりを中心にＩＴサービス支出の緩やかな回復が見られました。しかしなが

ら、国内経済が不透明な状況下で、企業のＩＴ投資に対する慎重な姿勢は継続しており、市場での

競争はさらに激しさを増し、受注環境は引き続き厳しい状況にあります。 

このような環境のもとで、当社グループは、金融業向けやサービス業向けなどの得意分野や成長

分野の確立・拡大を図るとともに、同業他社とのアライアンスの積極的な推進や当社が保有するソ

リューションやノウハウのクラウド化による、顧客への 適なＩＴサービスの提供に注力いたしま

した。併せて、「サービス・インテグレーター」として将来にわたり安定的な収益を確保するため

に、グループ全体でローコストでのアウトソーシングビジネスの積極的な展開、ハード面・ソフト

面一体となった365日24時間サポートの提供によるサービスビジネスの拡大に取り組んでおります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、103億32百万円（前年同期比0.4％減）となり

ました。また、利益面につきましては、プロジェクト統制の強化や生産性の向上、外注費削減や人

件費を始めとした諸経費の縮減などコスト構造改革の取り組みにより、営業損失２百万円（前年同

期は営業損失４億40百万円）、経常損失61百万円（前年同期は経常損失４億93百万円）、四半期純

損失２億78百万円（前年同期は四半期純損失６億52百万円）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は133億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

億59百万円減少いたしました。流動資産は92億44百万円となり、２億55百万円減少いたしました。主

な要因は、受取手形及び売掛金の減少（17億38百万円）、現金及び預金の増加（12億32百万円）、仕

掛品の増加（２億76百万円）等であります。固定資産は41億４百万円となり、前連結会計年度末に比

べ４億４百万円減少いたしました。主な要因は、投資その他の資産のその他に含まれる長期預金の減

少（３億円）、繰延税金資産の減少（49百万円）等であります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は74億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ４

億42百万円減少いたしました。流動負債は37億２百万円となり、１億26百万円減少いたしました。主

な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加（３億81百万円）、支払手形及び買掛金の減少（２億

１百万円）、未払金の減少（１億19百万円）、賞与引当金の減少（95百万円）、短期借入金の減少

（95百万円）等であります。固定負債は37億82百万円となり、３億15百万円減少いたしました。主な

要因は、長期借入金の減少（４億20百万円）、退職給付引当金の増加（１億12百万円）等でありま

す。 

  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は58億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ

２億17百万円減少いたしました。主な要因は、第３四半期連結累計期間における四半期純損失の計上

（２億78百万円）、その他有価証券評価差額金の増加によるその他の包括利益累計額の増加（58百万

円）等であります。 

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の43.4%から43.9%となりました。 

  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月15日に公表いたしました連

結業績予想と変更はございません。 

  

(注) 業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,262,543 5,495,537

受取手形及び売掛金 4,242,768 2,504,561

商品及び製品 128,399 138,222

仕掛品 462,148 738,696

繰延税金資産 245,586 111,248

その他 160,045 255,998

貸倒引当金 △2,059 △7

流動資産合計 9,499,433 9,244,258

固定資産   

有形固定資産 326,640 300,550

無形固定資産 488,079 456,566

投資その他の資産   

投資有価証券 1,706,557 1,741,085

繰延税金資産 1,288,003 1,238,479

差入保証金 278,780 266,992

その他 463,705 143,466

貸倒引当金 △42,448 △42,447

投資その他の資産合計 3,694,598 3,347,576

固定資産合計 4,509,318 4,104,693

資産合計 14,008,752 13,348,951
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 513,203 311,597

短期借入金 915,000 820,000

1年内返済予定の長期借入金 603,516 984,516

リース債務 74,513 64,878

未払金 1,041,266 922,161

未払法人税等 30,503 29,774

賞与引当金 214,905 119,316

受注損失引当金 63,985 －

その他 372,019 449,914

流動負債合計 3,828,912 3,702,158

固定負債   

長期借入金 1,666,003 1,245,616

リース債務 97,081 92,666

退職給付引当金 2,303,905 2,416,870

長期未払金 31,090 27,580

固定負債合計 4,098,079 3,782,732

負債合計 7,926,992 7,484,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 3,880,687 2,803,202

利益剰余金 △1,219,030 △420,640

自己株式 △141,385 △138,289

株主資本合計 6,295,370 6,019,372

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △205,883 △147,025

為替換算調整勘定 △7,726 △8,286

その他の包括利益累計額合計 △213,610 △155,312

純資産合計 6,081,760 5,864,060

負債純資産合計 14,008,752 13,348,951
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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 10,373,033 10,332,090

売上原価 8,207,256 7,979,655

売上総利益 2,165,776 2,352,435

販売費及び一般管理費 2,606,731 2,354,952

営業損失（△） △440,954 △2,517

営業外収益   

受取利息 4,365 8,036

受取配当金 18,006 19,527

保険配当金 6,000 8

受取補償金 － 10,000

その他 4,938 9,227

営業外収益合計 33,310 46,799

営業外費用   

支払利息 37,193 36,025

有価証券償還損 4,814 －

有価証券売却損 2,437 3,725

有価証券評価損 25,887 －

持分法による投資損失 13,238 63,645

その他 2,139 2,297

営業外費用合計 85,710 105,693

経常損失（△） △493,353 △61,411

特別利益   

投資有価証券売却益 21,000 －

特別利益合計 21,000 －

特別損失   

事務所移転費用 156,157 19,784

会員権評価損 5,050 －

特別損失合計 161,207 19,784

税金等調整前四半期純損失（△） △633,561 △81,195

法人税、住民税及び事業税 10,034 13,314

法人税等調整額 9,202 183,862

法人税等合計 19,236 197,177

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △652,798 △278,373

四半期純損失（△） △652,798 △278,373
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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損失（△） △652,798 △278,373

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,260 58,858

為替換算調整勘定 △1,396 △559

その他の包括利益合計 △41,656 58,298

四半期包括利益 △694,454 △220,074

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △694,454 △220,074

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）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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