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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

※当社は、平成23年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成23年３月期
第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 ％

24年3月期第1四半期 1,481 ― △21 ― △15 ― △16 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

24年3月期第1四半期 △1.87 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,056 1,617 52.9
23年3月期 3,113 1,706 54.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,617百万円 23年3月期  1,706百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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  
※当社は、平成23年３月期第２四半期は連結業績を開示していたため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

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) 3,400 ― 25 ― 25 ― 14 ― 1.56
通期 7,000 1.5 180 △5.5 190 △17.2 110 △40.5 12.25
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 9,210,960 株 23年3月期 9,210,960 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 233,791 株 23年3月期 233,791 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,977,169 株 23年3月期1Q 8,978,807 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 
 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災及びそれに伴う電力不足による社会的不安の影響に

より企業活動も制約を受け、依然として先行き不透明な状況となっております。 

情報サービス産業においては、顧客の企業活動の回復が優先され、ＩＴ投資への見極め姿勢が続いており、厳し

い事業環境が続きました。 

このような状況の中、当社は、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細かい提

案活動を展開した結果、保険系が順調に推移しましたが、第2四半期での検収が予定されているクレジット系大型

案件の仕掛計上の影響で、当第１四半期累計期間の業績は、売上高 1,481百万円、営業損失 21百万円、経常損失 

15百万円、四半期純損失 16百万円となりました。 

なお、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四

半期との比較分析は行っておりません。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前事業年度末に比べ 56百万円減少し、3,056百万円

となりました。 

また、当第１四半期会計期間末の純資産は、利益剰余金の減少等により前事業年度末に比べ 89百万円減少し、

1,617百万円となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間末の自己資本比率は前事業年度末に比べ 1.9ポイント下降し、52.9％となり

ました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の第２四半期累計期間並びに通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日付「平成23年３

月期決算短信」で開示いたしました業績予想を変更しておりませんが、営業利益を追加で開示しております。 

詳細につきましては、本日（平成23年８月５日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

今後、業績予想に変更等が生じる場合は、速やかに開示いたします。 

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

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 486,243 761,547

受取手形及び売掛金 1,476,596 938,737

仕掛品 370,451 599,678

繰延税金資産 99,711 105,191

その他 73,120 36,434

貸倒引当金 △1,470 △890

流動資産合計 2,504,652 2,440,699

固定資産   

有形固定資産   

建物 179,971 182,864

減価償却累計額 △121,826 △117,786

建物（純額） 58,144 65,077

構築物 7,457 7,457

減価償却累計額 △6,221 △6,268

構築物（純額） 1,236 1,189

車両運搬具 8,265 8,265

減価償却累計額 △5,404 △5,700

車両運搬具（純額） 2,861 2,565

工具、器具及び備品 148,149 142,446

減価償却累計額 △118,221 △114,446

工具、器具及び備品（純額） 29,927 27,999

土地 43,171 43,171

有形固定資産合計 135,341 140,003

無形固定資産   

ソフトウエア 48,948 42,806

その他 2,791 2,791

無形固定資産合計 51,740 45,597

投資その他の資産   

投資有価証券 110,866 110,790

出資金 10 10

破産更生債権等 1,088 1,088

会員権 8,619 8,619

敷金及び保証金 131,882 145,624

役員に対する保険積立金 15,576 15,887

繰延税金資産 155,209 149,730

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 422,164 430,662

固定資産合計 609,247 616,263

資産合計 3,113,899 3,056,963
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 219,973 242,122

短期借入金 260,000 300,000

未払法人税等 30,347 3,326

賞与引当金 178,805 110,595

その他 275,440 348,152

流動負債合計 964,566 1,004,196

固定負債   

退職給付引当金 347,351 356,200

資産除去債務 35,344 42,496

長期未払金 60,079 36,805

固定負債合計 442,775 435,502

負債合計 1,407,342 1,439,699

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,237 459,237

資本剰余金 61,191 61,191

利益剰余金 1,249,923 1,161,323

自己株式 △63,196 △63,196

株主資本合計 1,707,155 1,618,555

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △598 △1,291

評価・換算差額等合計 △598 △1,291

純資産合計 1,706,557 1,617,264

負債純資産合計 3,113,899 3,056,963
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,481,794

売上原価 1,208,576

売上総利益 273,218

販売費及び一般管理費 295,109

営業損失（△） △21,891

営業外収益  

受取配当金 2,818

助成金収入 2,590

その他 1,404

営業外収益合計 6,813

営業外費用  

支払利息 517

営業外費用合計 517

経常損失（△） △15,595

特別損失  

固定資産除却損 4,056

特別損失合計 4,056

税引前四半期純損失（△） △19,652

法人税、住民税及び事業税 456

法人税等調整額 △3,326

法人税等合計 △2,869

四半期純損失（△） △16,782
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

前連結累計期間との比較資料 

要約四半期損益計算書（前第１四半期連結累計期間と当第１四半期累計期間） 

（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

４．補足情報

（単位:千円)

科目 

前第１四半期連結累計期間 

（平成23年３月期第１四半期）

当第１四半期累計期間 

（平成24年３月期第１四半期） 
前年同期比 

増減率（％） 
金額 金額 

売上高  1,529,454  1,481,794  △3.12

売上原価  1,244,774  1,208,576  △2.91

売上総利益  284,680  273,218  △4.03

販売費及び一般管理費  330,287  295,109  △10.65

営業損失(△)  △45,607  △21,891 － 

営業外収益  2,966  6,813  129.70

営業外費用  1,072  517  △51.77

経常損失(△)  △43,712  △15,595 － 

特別利益  161,392 －  △100.00

特別損失  21,764  4,056  △81.36

税金等調整前四半期純利益又は税引

前四半期純損失(△) 
 95,915  △19,652 － 

法人税、住民税及び事業税  501  456  △8.98

法人税等調整額  49,440  △3,326 － 

法人税等合計  49,942  △2,869 － 

四半期純利益又は四半期純損失(△)  45,973  △16,782 － 
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