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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） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 538 4.1 △69 ― △69 ― △59 ―
24年3月期第3四半期 517 △12.8 △40 ― △28 ― △85 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △60百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △84百万円 （―％）

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 △7,181.91 ―
24年3月期第3四半期 △10,216.49 ―

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

25年3月期第3四半期 869 639 73.0 76,169.33
24年3月期 927 695 75.0 83,453.66
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  634百万円 24年3月期  695百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 0.00 0.00

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）  
（％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、平成25年１月30日に開示いたしました「子会社株式の譲渡損益の額の確定及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 818 ― △51 ― △50 ― △34 ― △4,123.74



(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 
上記により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。 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 8,900 株 24年3月期 8,900 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 568 株 24年3月期 568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 8,332 株 24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、世界経済の減速から円高・株安が長期化し、企業の設備投 

  資に対する慎重姿勢が継続する中、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。  

   このような状況下で、「先進的マーケティングソリューションとそれを支えるIT機能をもって、変革を求める 

    企業の経営を支援する」という理念のもと、鋭意、国際化戦略を含めたマーケティング戦略機能の強化を図って 

    おりますが、当第３四半期連結累計期間におきましては各分野において堅調に推移し、売上高は538,379千円 

   （前年同期比4.1％増）となりました。 

   しかしながら、利益面におきましては、売上原価は399,958千円（前年同期比15.5％増）となり、売上総利益は

  138,421千円（前年同期比19.0％減）となりました。販売費及び一般管理費は208,289千円（前年同期比1.6％減）

  と圧縮いたしましたが、営業損失は69,868千円（前年同期営業損失40,641千円）、経常損失は69,019千円（前年 

  同期経常損失28,500千円）となりました。 

      平成24年12月26日に当社グループは、ＮＳセミコン株式会社の全株式を売却し連結から除外いたしましたが、 

       この売却により特別利益として31,962千円の関係会社株式売却益を計上しております。 

         これらの結果、四半期純損失は59,839千円（前年同期四半期純損失85,123千円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   資産、負債及び純資産の状況 

       当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は656,968千円（前連結会計年度末比102,548千円減）と 

     なりました。これは、現金及び預金の減少77,676千円、受取手形及び売掛金の減少42,556千円等が主な要因であ 

     ります。固定資産の残高は212,172千円（前連結会計年度末比44,254千円増）となりました。これは、ソフトウェ

     ア仮勘定の増加20,112千円及び有形固定資産の増加11,105千円、破産更生債権等の減少53,501千円、貸倒引当金 

     の減少53,492千円等が主な要因であります。これらにより、総資産の残高は869,140千円（前連結会計年度末比 

   58,293千円減）となりました。 

       流動負債の残高は、124,328千円（前連結会計年度末比19,890千円減）となりました。これは賞与引当金の減少

     10,107千円等が主な要因であります。固定負債の残高は104,943千円（前連結会計年度末比17,065千円増）となり

     ました。これは子会社における長期借入金11,029千円増等が主な要因であります。これにより、負債の残高は 

     229,272千円（前連結会計年度末比2,825千円減）となりました。  

        純資産の残高は、損失の計上等に伴い、639,868千円（前連結会計年度末比55,467千円減）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

       近の業績の動向及び子会社の異動を踏まえ、平成25年1月30日に、平成25年3月期の業績予想の修正について 

     発表しております。詳細は、平成25年1月30日に開示いたしました「子会社株式の譲渡損益の額の確定及び業績予

     想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

   

   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

２．サマリー情報（注記事項）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 586,399 508,723

受取手形及び売掛金 146,060 103,504

商品 550 550

仕掛品 18 3,984

貯蔵品 228 304

その他 27,643 42,370

貸倒引当金 △1,384 △2,468

流動資産合計 759,516 656,968

固定資産   

有形固定資産 20,938 32,043

無形固定資産   

のれん － 6,954

ソフトウエア 19,624 18,054

ソフトウエア仮勘定 － 20,112

無形固定資産合計 19,624 45,122

投資その他の資産   

投資有価証券 133,633 108,237

敷金及び保証金 43,118 40,380

破産更生債権等 60,970 7,468

その他 8,446 20,433

投資損失引当金 △58,665 △34,856

貸倒引当金 △60,149 △6,656

投資その他の資産合計 127,354 135,006

固定資産合計 167,917 212,172

資産合計 927,433 869,140

負債の部   

流動負債   

買掛金 53,669 48,525

短期借入金 － 2,400

1年内返済予定の長期借入金 － 4,530

未払金 13,622 19,238

未払法人税等 7,667 4,215

前受金 9,824 10,353

賞与引当金 24,599 14,492

その他 34,836 20,574

流動負債合計 144,219 124,328

固定負債   

長期借入金 － 11,029

退職給付引当金 76,997 80,380

その他 10,880 13,533

固定負債合計 87,878 104,943

負債合計 232,097 229,272
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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) 

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 △188,480 △248,320

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 693,068 633,228

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,267 1,414

その他の包括利益累計額合計 2,267 1,414

少数株主持分 － 5,225

純資産合計 695,335 639,868

負債純資産合計 927,433 869,140
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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 517,295 538,379

売上原価 346,355 399,958

売上総利益 170,940 138,421

販売費及び一般管理費 211,581 208,289

営業損失（△） △40,641 △69,868

営業外収益   

受取利息 96 110

受取賃貸料 6,970 －

受取保険金及び配当金 119 123

助成金収入 500 558

還付消費税等 3,055 －

その他 1,674 436

営業外収益合計 12,416 1,228

営業外費用   

支払利息 － 194

為替差損 275 －

その他 － 184

営業外費用合計 275 379

経常損失（△） △28,500 △69,019

特別利益   

関係会社株式売却益 － 31,962

特別利益合計 － 31,962

特別損失   

事業構造改善費用 － 11,773

貸倒引当金繰入額 57,361 －

本社移転費用 3,548 －

その他 50 709

特別損失合計 60,959 12,483

税金等調整前四半期純損失（△） △89,459 △49,539

法人税、住民税及び事業税 730 1,105

法人税等還付税額 △5,066 △60

法人税等調整額 － 8,900

法人税等合計 △4,336 9,945

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △85,123 △59,484

少数株主利益 － 354

四半期純損失（△） △85,123 △59,839

少数株主利益 － 354

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △85,123 △59,484

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 235 △853

その他の包括利益合計 235 △853

四半期包括利益 △84,887 △60,338

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △84,887 △60,693

少数株主に係る四半期包括利益 － 354
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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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