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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,837 △2.8 174 20.6 176 20.3 100 35.1
24年3月期第3四半期 6,008 △2.3 145 △18.0 146 △17.7 74 △23.6

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

25年3月期第3四半期 4,668.83 ―
24年3月期第3四半期 3,454.64 ―

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 3,375 2,469 73.2
24年3月期 3,414 2,411 70.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,469百万円 24年3月期  2,411百万円

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 ― 1,940.00 1,940.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 2,000.00 2,000.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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   

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 8,039 0.9 223 3.4 224 3.1 128 16.1 5,945.75



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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3Q 21,590 株 24年3月期 21,590 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 21,590 株 24年3月期3Q 21,590 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※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「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３四半期累計期間（平成24年4月1日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災か

らの復興需要を背景に緩やかながら景気回復が見られるとともに、政権交代による新政権の誕生など金融

緩和や経済対策実行への期待感が増す一方、長期化するデフレや円高に加え、ユーロ圏の債務問題を背景

とした海外経済の減速など、わが国経済にも大きな影響を及ぼす可能性もあり、依然として先行き不透明

な状況が続いております。 

当社を取り巻く事業環境につきましても、「情報サービス分野」におきましては、企業のＩＴ関連投資

について緩やかな増加基調に回復しつつあるものの、低調に推移しており、人材派遣を中心とした「人材

ビジネス分野」におきましては、労働者派遣法改正による26業種における定義規則の強化や有期雇用の派

遣労働者に対する転換推進措置の努力義務化、派遣先労働者との均衡待遇やマージン率の情報公開義務化

など、派遣先企業における派遣離れが尚一層強まっております。 

このような状況の下、当第３四半期累計期間における売上高は、システムソリューションサービス事業

やアウトソーシング業務が堅調に推移したものの、ＢＰＯサービス事業における人材派遣業務の減少傾向

が続いた結果、5,837百万円(前年同四半期比2.8％減）となりました。 

 一方、システムソリューションサービス事業における生産性の向上や低採算案件の改善、情報化投資等

の一部先送り及び経費抑制の効果、また前年同期に発生しました本社移転費用などが減少した結果、営業

利益174百万円（同20.6％増）、経常利益176百万円（同20.3％増）、四半期純利益100百万円（同35.1％

増）となりました。 

 セグメント別の売上高及びセグメント利益（営業利益）の推移は次のとおりであります。 

（百万円未満は切り捨て) 

 

①システムソリューションサービス事業 

「ＢＩ」(注1)ツールを活用した「データマイニング」(注2)関連やintra-martを基盤としたＷｅｂシ

ステム開発案件に加え、税制改正に伴なう税務申告パッケージ「達人シリーズ」(注3)の機能追加等の

開発案件が増加するなど、システム投資に関する改善の兆しが見える一方、予定しておりました金融系

システム開発案件が先送りになるなど、大型システム開発案件に対する慎重な姿勢は変わらず、当第３

四半期累計期間における売上高は、2,474百万円（前年同四半期比0.1％減）となりました。 

 セグメント利益（営業利益）は、低採算案件の改善や前期リプレイスを行なった共済関連システム及

び既存システム開発案件の生産性向上による利益率の改善に努めた結果、338百万円（同20.3％増）と

なりました。 

(注1）「BI」とは 

 Business Intelligence（ビジネス・インテリジェンス）の略であり、企業内外の情報や ノウハウを系

統的に分析・加工し、これを関係者全員で共有し活用することで、意思決定を迅速に行い戦略的な企業活

動の実施やさらなる効率化を目指そうという考え方である。 

(注2）「データマイニング」とは 

 大量のデータを加工・探索し、仮説を導き出し、場合によっては、予測モデルを構築する一連のプロセ

スの総称。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

24年3月期 
第3四半期累計期間

25年3月期 
第3四半期累計期間

対前年同期増減率

セグメント名 売上高 セグメン
ト利益

売上高 セグメン 
ト利益

売上高 セグメン
ト利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

システムソリューションサービス 2,476 280 2,474 338 △0.1 20.3

ＢＰＯサービス 3,531 204 3,362 170 △4.8 △16.6

合    計 6,008 485 5,837 508 △2.8 4.8
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(注3）「達人シリーズ」とは 

 ＮＴＴデータの税務業務支援ソフトとして開発され、多彩なラインナップで税務業務をサポートする

「達人シリーズ」は、10タイトルの「申告書作成ソフト」とオンライン税務サービス「達人Cube」から構

成されています。「申告書作成ソフト」は、10タイトル3グレードの製品の中からお客様の用途に合わせて

選択出来、多くの「会計・給与ソフト」と連動し、帳票そのままの申告書作成画面で豊富な帳票を作成で

きる機能性を兼ね揃え、さらに、圧倒的なコストパフォーマンスで税務のプロである“税理士・会計士”

業界から企業の経理担当者まで税務に関わる多くのお客様に採用されています。 

  

②ＢＰＯサービス事業 

流通関連のアウトソーシング業務は順調に売上拡大が図れたものの、主力顧客における人材派遣業務

の内製化政策に伴う派遣契約の縮小や地上デジタル化に伴う業務の大幅縮小、行政関連のコールセンタ

の終了など、人材派遣業務の売上が低調に推移した結果、当第３四半期累計期間における売上高は、

3,362百万円（前年同四半期比4.8％減）となりました。 

 セグメント利益（営業利益）は、売上高の減少とともに、人材派遣業務の長期案件終了に伴う派遣ス

タッフ退職による有休休暇取得率の増加が大きく影響した結果、170百万円（同16.6％減）となりまし

た。 
  

（資産の部） 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して39百万円減少し、3,375百万円と

なりました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して36百万円減少し、3,202百万円となりました。これは主に、仕掛

品が26百万円増加したこと、売掛金44百万円及び現金及び預金24百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

 固定資産は、前事業年度末と比較して2百万円減少し、172百万円となりました。これは主に、投資その

他の資産が4百万円増加したこと、有形固定資産が7百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（負債の部） 

当第３四半期会計期間末における総負債は、前事業年度末と比較して97百万円減少し、905百万円とな

りました。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して92百万円減少し、877百万円となりました。これは主に、買掛金

が61百万円増加したこと、賞与引当金90百万円、未払金60百万円及び未払法人税等24百万円減少したこと

等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末と比較して4百万円減少し、28百万円となりました。これは主に、役員退職

慰労引当金が5百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（純資産の部） 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して58百万円増加し、2,469百万円と

なりました。これは、当第３四半期純利益100百万円及び配当金の支払い41百万円等によるものでありま

す。 
  

改正労働者派遣法が平成24年10月1日より施行され、当社の人材ビジネスへの影響が危惧されることか

ら、ＢＰＯサービス事業については、依然厳しい状況が予想され、不透明感を残しつつ低調に推移するも

のと思われます。 

 このような状況の下、平成24年5月8日付「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表し

ました平成25年3月期の業績予想における変更はございません。 

 なお、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、今後様々な要因によ

り修正が生じる場合は速やかにお知らせ致します。 
  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

 なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与え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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年 3月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,015,584 1,991,082

売掛金 1,088,424 1,044,223

仕掛品 9,564 36,234

繰延税金資産 110,311 110,311

その他 21,808 27,047

貸倒引当金 △6,334 △6,087

流動資産合計 3,239,359 3,202,812

固定資産

有形固定資産 79,149 71,747

無形固定資産 1,310 1,310

投資その他の資産 94,466 99,220

固定資産合計 174,926 172,278

資産合計 3,414,285 3,375,091

負債の部

流動負債

買掛金 101,489 162,645

未払金 482,989 422,652

未払法人税等 66,389 42,261

賞与引当金 180,427 90,242

役員賞与引当金 7,400 6,000

その他 130,980 153,618

流動負債合計 969,677 877,419

固定負債

長期未払金 659 754

役員退職慰労引当金 32,510 27,474

固定負債合計 33,169 28,228

負債合計 1,002,846 905,647

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,887,237 1,946,153

株主資本合計 2,405,285 2,464,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,153 5,242

評価・換算差額等合計 6,153 5,242

純資産合計 2,411,439 2,469,443

負債純資産合計 3,414,285 3,375,091
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(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 6,008,365 5,837,292

売上原価 5,409,471 5,240,871

売上総利益 598,894 596,421

販売費及び一般管理費 453,835 421,539

営業利益 145,058 174,881

営業外収益

受取利息 1,146 1,052

受取配当金 307 309

その他 307 427

営業外収益合計 1,761 1,788

経常利益 146,819 176,670

特別利益

本社移転費用引当金戻入額 374 －

特別利益合計 374 －

特別損失

固定資産除却損 － 138

特別損失合計 － 138

税引前四半期純利益 147,193 176,531

法人税、住民税及び事業税 72,608 75,731

四半期純利益 74,585 100,800
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年 4月 1日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年 4月 1日
至 平成24年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 147,193 176,531

減価償却費 15,051 15,088

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） △20,493 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 102 △247

賞与引当金の増減額（△は減少） △70,272 △90,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,461 △5,036

受取利息及び受取配当金 △1,453 △1,361

売上債権の増減額（△は増加） △18,892 44,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,524 △26,669

仕入債務の増減額（△は減少） △1,856 61,155

未払金の増減額（△は減少） 33,878 △59,676

その他 58,735 14,130

小計 135,929 127,930

利息及び配当金の受取額 1,196 1,419

法人税等の支払額 △90,666 △98,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,459 31,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △87,397 △8,485

敷金の差入による支出 △24,988 △5,537

敷金の回収による収入 41,872 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,513 △14,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △33,447 △41,696

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,447 △41,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57,500 △24,501

現金及び現金同等物の期首残高 1,876,915 2,015,584

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,819,414 1,991,082
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当第３四半期累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額△340,349千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソ 
リューション 
サービス

ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,476,978 3,531,387 6,008,365 ─ 6,008,365

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,476,978 3,531,387 6,008,365 ─ 6,008,365

セグメント利益 280,864 204,543 485,407 △340,349 145,058
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Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成24年4月1日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額△333,768千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期会計期間より、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は、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第３四半期累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソ 
リューション 
サービス

ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,474,577 3,362,715 5,837,292 ─ 5,837,292

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,474,577 3,362,715 5,837,292 ─ 5,837,292

セグメント利益 338,008 170,641 508,650 △333,768 174,881

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

データリンクス㈱（2145）平成25年3月期　第３四半期決算短信（非連結）

－9－



当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

  

  

５．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 1,530,860 103.3

合計 1,530,860 103.3

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 2,120,942 108.6 716,443 109.7

ＢＰＯサービス 3,186,148 95.3 936,628 92.7

合計 5,307,091 100.2 1,653,072 99.4

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 2,474,577 99.9

ＢＰＯサービス 3,362,715 95.2

合計 5,837,292 97.2
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