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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 517 △12.8 △40 ― △28 ― △85 ―
23年3月期第3四半期 593 17.6 △168 ― △129 ― △144 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △84百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △137百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △10,216.49 ―
23年3月期第3四半期 △17,369.69 ―

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

24年3月期第3四半期 922 726 78.8 87,188.18
23年3月期 1,023 811 79.2 97,376.35
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  726百万円 23年3月期  811百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
詳細につきましては、本日(平成24年1月30日)開示いたしました「子会社における特別損失の計上ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 770 △5.3 1 ― 13 ― △48 ― △5,760.92



(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） 

※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きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

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
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3Q 8,900 株 23年3月期 8,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 568 株 23年3月期 568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,332 株 23年3月期3Q 8,332 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、東日本大震災による経済活動の落ち込みから回復の動きが見

える一方で、主に欧州の財政問題に伴い円高・株安が長期化しており、先行きの不透明な状況が続いております。

 当社グループの主要な事業領域である情報サービス業界においては、一部で持ち直しの傾向が見られるものの、

経済の先行きが不透明であること等を要因に、顧客企業はＩＴ投資に対して慎重な姿勢を継続しており、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

  このような状況の中、当社グループは当連結会計年度を初年度とする中期３か年計画の下、新たなサービスの創

造とマーケットの開拓を図ってまいりました。当第３四半期連結累計期間において、コンサルティング／設計／構

築分野の受注は回復を見せておりますが、ＢＰＯ／サービス分野での新サービス立ち上げの遅延等により、売上高

は 千円(前年同期比 ％減)となりました。しかしながら、グループ一丸となった経費削減の取り組み等

により損失の額は縮小し、営業損失 千円(前年同期は営業損失 千円)、経常損失 千円(前年同期

は経常損失 千円)となりました。また、回収が遅延しております営業債権について、貸倒引当金繰入額

千円を計上したこと等により、四半期純損失は 千円(前年同期は四半期純損失 千円)となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末における流動資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となり

ました。これは、受取手形及び売掛金が 千円減少したことが主な要因であります。固定資産の残高は

千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。これは、当社の本社移転により事務所内装設備を

取得したこと等に伴い、有形固定資産が 千円増加したこと、移転前の本社事務所敷金返還等に伴い、敷金及

び保証金が 千円減少したことが主な要因であります。これにより、総資産の残高は 千円(前連結会計

年度末比 千円減)となりました。 

 流動負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。これは、買掛金の減少

千円、従業員への賞与支給に伴う賞与引当金の減少 千円等が主な要因であります。固定負債の残高は

千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。これは、受入敷金保証金の増加 千円が主な要因であり

ます。これにより、負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。 

 純資産の残高は、損失の計上等に伴い 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により 千

円、投資活動により 千円、それぞれ増加し、財務活動により 千円減少いたしました。その結果、当第３四

半期連結累計期間末の資金の残高は 千円(前年同期比 千円減)となりました。  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕  

 当第３四半期連結累計期間における営業活動により、資金は 千円増加(前年同期は 千円減少)いたし

ました。税金等調整前四半期純損失を計上しておりますが、売上債権の決済等に伴い資金が増加しております。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動により、資金は 千円増加(前年同期は 千円減少)いたし

ました。本社移転に伴う事務所内装設備等、有形固定資産の取得により資金が 千円減少いたしましたが、移

転前の本社事務所敷金等が 千円返還されたこと等により、資金が増加しております。  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

  当第３四半期連結累計期間において、配当金の支払により資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)しておりま

す。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  近の業績動向を踏まえ、平成23年10月28日に発表いたしました、平成24年３月期の業績予想を修正しておりま

す。詳細は、本日(平成24年１月30日)開示いたしました「子会社における特別損失の計上ならびに業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照下さい。   

   

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

517,295 12.8

40,641 168,359 28,500

129,672

57,361 85,123 144,724

696,220 71,371

68,555

225,975 30,275

8,874

34,853 922,196

101,647

112,512 21,231 17,500

10,056 83,231

4,471 6,525

195,744 16,759

726,451 84,887

1,866

11,312 9

161,991 4,979

1,866 248,731

11,312 27,059

13,293

44,024

9 19

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 551,745 564,963

受取手形及び売掛金 177,459 108,904

商品 4,655 2,801

仕掛品 228 2,619

貯蔵品 173 228

前払費用 18,620 13,800

その他 16,248 3,997

貸倒引当金 △1,539 △1,095

流動資産合計 767,592 696,220

固定資産   

有形固定資産 11,608 20,482

無形固定資産 26,472 23,972

投資その他の資産   

投資有価証券 129,048 129,734

敷金及び保証金 78,581 43,727

破産更生債権等 6,930 61,270

長期前払費用 165 1,656

その他 6,910 6,401

貸倒引当金 △3,465 △61,270

投資その他の資産合計 218,170 181,520

固定資産合計 256,251 225,975

資産合計 1,023,843 922,196

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,459 42,958

未払金 9,797 15,714

未払法人税等 2,440 1,789

前受金 16,630 14,250

賞与引当金 21,713 11,656

移転費用引当金 1,831 －

その他 20,871 26,143

流動負債合計 133,743 112,512

固定負債   

退職給付引当金 77,160 75,106

受入敷金保証金 1,600 8,125

固定負債合計 78,760 83,231

負債合計 212,504 195,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,050 467,050

資本剰余金 510,270 510,270

利益剰余金 △69,746 △154,870

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 811,802 726,678

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △462 △226

その他の包括利益累計額合計 △462 △226

純資産合計 811,339 726,451

負債純資産合計 1,023,843 922,196
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 593,323 517,295

売上原価 471,012 346,355

売上総利益 122,310 170,940

販売費及び一般管理費 290,669 211,581

営業損失（△） △168,359 △40,641

営業外収益   

受取利息 886 96

受取保険金及び配当金 2,743 119

受取手数料 250 －

助成金収入 6,102 500

負ののれん償却額 9,424 －

受取賃貸料 9,985 6,970

有価証券売却益 7,795 －

還付消費税等 － 3,055

その他 4,021 1,674

営業外収益合計 41,208 12,416

営業外費用   

為替差損 1,644 275

有価証券償還損 536 －

その他 340 －

営業外費用合計 2,521 275

経常損失（△） △129,672 △28,500

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,174 －

特別利益合計 1,174 －

特別損失   

投資有価証券評価損 7,669 －

損害賠償金 443 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,087 －

貸倒引当金繰入額 － 57,361

本社移転費用 － 3,548

その他 1,172 50

特別損失合計 13,373 60,959

税金等調整前四半期純損失（△） △141,870 △89,459

法人税、住民税及び事業税 931 730

法人税等還付税額 － △5,066

法人税等調整額 1,922 －

法人税等合計 2,853 △4,336

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △144,724 △85,123

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △144,724 △85,123

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △144,724 △85,123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,231 235

その他の包括利益合計 7,231 235

四半期包括利益 △137,492 △84,887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △137,492 △84,887

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

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損失（△） △141,870 △89,459

減価償却費 12,698 14,358

負ののれん償却額 △9,424 －

のれん償却額 1,379 1,379

その他の償却額 5,884 1,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77,401 57,360

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,655 △10,056

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,992 △2,053

移転費用引当金の増減額（△は減少） － △1,831

受取利息及び受取配当金 △3,629 △215

補助金収入 △6,102 △500

有価証券売却損益（△は益） △7,795 －

有価証券償還損益（△は益） 536 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,669 －

損害賠償損失 443 －

売上債権の増減額（△は増加） △26,468 68,555

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,391 △591

破産更生債権等の増減額（△は増加） 76,735 △54,340

仕入債務の増減額（△は減少） △61,031 △17,500

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） － 6,525

その他の流動資産の増減額（△は増加） △8,852 9,815

その他の流動負債の増減額（△は減少） 13,843 10,033

その他 159 △1,480

小計 △250,265 △8,591

利息及び配当金の受取額 3,629 215

補助金の受取額 6,102 500

損害賠償金の支払額 △443 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,753 9,741

営業活動によるキャッシュ・フロー △248,731 1,866

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △113 △48

有形固定資産の取得による支出 △746 △13,293

無形固定資産の取得による支出 △7,426 △8,829

有価証券の取得による支出 △50,116 －

有価証券の売却による収入 57,375 －

投資有価証券の取得による支出 △25,462 △450

貸付金の回収による収入 482 491

敷金及び保証金の差入による支出 △1,052 △1,436

敷金及び保証金の回収による収入 － 44,024

資産除去債務の履行による支出 － △9,145

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,059 11,312

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △19 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △19 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △275,809 13,169

現金及び現金同等物の期首残高 442,781 148,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 166,971 161,991
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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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