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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 5,008 △8.0 67 27.6 70 15.0 98 799.5
22年3月期第3四半期 5,446 △0.5 53 △33.8 60 △20.2 10 △65.4

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

23年3月期第3四半期 10.97 ―

22年3月期第3四半期 1.22 1.22

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

23年3月期第3四半期 3,099 1,612 52.0 179.65
22年3月期 3,395 1,587 46.7 176.74

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,612百万円 22年3月期  1,587百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,170 △5.0 250 31.2 280 37.2 200 147.7 22.28
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期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き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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 9,210,960株 22年3月期  9,210,960株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  233,791株 22年3月期  231,813株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,977,928株 22年3月期3Q 8,965,838株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業業績等に一部改善の兆しが見られはじめるものの、不安

定な世界経済や円高傾向からデフレ進行や雇用情勢も改善が進まず、景気の先行きは不透明な状況が続いておりま

す。 

 情報サービス産業においては、顧客のＩＴ投資の延期、見直し傾向とコスト削減要請で厳しい環境が続いており

ます。このような状況の中、当社グループは、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による積極的な事業活動を展開致しましたが、顧客のシステム投資への慎重姿勢が続いている

ことにより、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,008百万円（前年同四半期比 8.0％減）となりまし

たが、経費削減の効果により、営業利益 67百万円（前年同四半期比 27.6％増）、経常利益 70百万円（前年同四

半期比 15.0％増）となり、四半期純利益は、受取保険金の特別利益を計上したことにより 98百万円（前年同四半

期比 799.5％増）となりました。 

各事業分野の状況は、次のとおりです。 

システムソリューション事業におきましては、システム投資抑制の影響を受け、売上高は 4,822百万円（前年同

四半期比 4.3％減）となりました。 

スタッフサービス事業におきましては、派遣事業を縮小したことにより、売上高は 185百万円（前年同期四半期

比 54.3％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ 296百万円減少し、

3,099百万円となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 25百万円増加し、1,612百万円となり

ました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末に比べ 5.3ポイント上昇し、 

52.0％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較

して 240百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は 555百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、51百万円（前年同期は得られた資金 18百万円）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益 198百万円、売上債権の減少 249百万円、減価償却費 49百万円による資金の増加があ

ったことに対し、たな卸資産の増加 256百万円、仕入債務の減少 96百万円、賞与引当金の減少 85百万円、法人税

等の支払 116百万円等の資金減少があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、43百万円（前年同期は使用した資金 27百万円）となりました。これは主に、

保険積立金の払戻しによる収入 83百万円及び、敷金の回収による収入 14百万円があったことに対し、パソコン等

の開発設備等の取得による支出 34百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 14百万円等の資金減

少があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、232百万円（前年同期比 45.1％減）となりました。これは主に、短期借入金 

の返済による支出 160百万円、配当金の支払額 71百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、現在精査中であり平成22年11月５日付「業績予想の修正に関す

るお知らせ」で開示いたしました業績予想を変更しておりません。 

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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３ 

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益が 15百万円減少しております。また、当

会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は 35百万円であります。 

② 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５

号）の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示し

ております。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 555,682 796,227

受取手形及び売掛金 1,248,497 1,497,614

仕掛品 518,169 261,659

その他 120,758 142,607

貸倒引当金 △1,100 △1,488

流動資産合計 2,442,007 2,696,620

固定資産   

有形固定資産 176,430 155,536

無形固定資産 57,925 43,082

投資その他の資産   

投資有価証券 111,592 120,519

繰延税金資産 149,076 165,705

その他 163,289 215,481

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 422,869 500,617

固定資産合計 657,224 699,236

資産合計 3,099,231 3,395,856

負債の部   

流動負債   

買掛金 233,480 329,497

短期借入金 360,000 520,000

未払法人税等 3,623 87,621

賞与引当金 99,255 185,026

受注損失引当金 － 2,000

その他 352,001 274,400

流動負債合計 1,048,360 1,398,546

固定負債   

長期未払金 60,079 －

退職給付引当金 342,670 315,104

役員退職慰労引当金 － 95,200

資産除去債務 35,344 －

固定負債合計 438,095 410,304

負債合計 1,486,455 1,808,850

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 1,149,915 1,123,236

自己株式 △63,196 △62,854

株主資本合計 1,607,147 1,580,809

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,629 6,195

評価・換算差額等合計 5,629 6,195

純資産合計 1,612,776 1,587,005

負債純資産合計 3,099,231 3,395,856
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 5,446,703 5,008,484

売上原価 4,530,289 4,123,589

売上総利益 916,414 884,895

販売費及び一般管理費 863,264 817,091

営業利益 53,149 67,804

営業外収益   

受取利息 133 154

受取配当金 2,255 2,681

受取手数料 1,178 1,098

保険配当金 3,927 513

その他 5,365 1,009

営業外収益合計 12,859 5,457

営業外費用   

支払利息 5,039 3,135

営業外費用合計 5,039 3,135

経常利益 60,969 70,126

特別利益   

貸倒引当金戻入額 647 395

固定資産売却益 652 1,611

投資有価証券売却益 － 0

会員権売却益 － 966

受取保険金 － 159,843

特別利益合計 1,299 162,815

特別損失   

固定資産除却損 1,763 8,577

投資有価証券評価損 － 11,594

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,435

特別損失合計 1,763 34,606

税金等調整前四半期純利益 60,506 198,335

法人税、住民税及び事業税 14,969 37,129

法人税等調整額 34,584 62,694

法人税等合計 49,553 99,824

少数株主損益調整前四半期純利益 － 98,511

四半期純利益 10,952 98,511
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 60,506 198,335

減価償却費 46,573 49,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） △653 △388

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,645 △85,771

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,522 △2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,690 27,565

投資有価証券評価損益（△は益） － 11,594

受取利息及び受取配当金 △2,388 △2,835

支払利息 5,039 3,135

固定資産除却損 1,763 8,577

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,435

有形固定資産売却損益（△は益） △652 △1,611

売上債権の増減額（△は増加） 456,389 249,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △259,460 △256,509

仕入債務の増減額（△は減少） △113,170 △96,016

受取保険金 － △159,843

その他 16,075 △11,466

小計 144,586 △54,512

利息及び配当金の受取額 2,388 2,835

利息の支払額 △4,629 △3,439

保険金の受取額 － 120,357

法人税等の支払額 △123,917 △116,973

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,428 △51,732

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 △28,444 △34,856

有形固定資産の売却による収入 2,904 2,695

無形固定資産の取得による支出 △12,219 △14,391

投資有価証券の取得による支出 △3,513 △3,623

保険積立金の払戻による収入 － 83,548

敷金及び保証金の差入による支出 △3,734 △2,552

敷金及び保証金の回収による収入 17,463 14,493

その他 － △1,950

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,544 43,361

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △360,000 △160,000

株式の発行による収入 8,234 －

自己株式の取得による支出 － △341

配当金の支払額 △71,465 △71,833

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,231 △232,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △432,346 △240,544

現金及び現金同等物の期首残高 964,251 796,227

現金及び現金同等物の四半期末残高 531,904 555,682
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該当事項はありません。 

  

  

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）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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