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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第12期
第３四半期
連結累計期間

第13期
第３四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 5,005,176 5,425,650 7,659,082

経常利益又は経常損失(△) (千円) △79,467 118,454 245,195

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △58,922 71,107 92,663

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △54,358 82,930 96,465

純資産額 (千円) 2,676,382 2,836,146 2,827,207

総資産額 (千円) 5,571,283 5,728,305 6,098,460

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △39.82 48.05 62.62

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 48.0 49.5 46.4

　

回次
第12期
第３四半期
連結会計期間

第13期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額

(円) △35.86 10.19

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第12期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第13期第３四半期連結累計期間及び第12期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

　
　(1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、当初は厳しい中にも復興需要を背景に緩やかに回

復しつつありましたが、期なかばから世界景気の減速等により弱含みに転じました。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、一部に回復傾向がみられたものの、景気の低

迷と先行き不透明感から情報化投資の抑制傾向が継続しました。

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間は、主にシステム販売が増加したことにより売上高

は5,425,650千円（前年同期比8.4％増収）、営業利益104,076千円（前年同期比190,588千円増益）、経常

利益は118,454千円（同197,921千円増益）、四半期純利益71,107千円（同130,030千円増益）となりまし

た。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

①機器等販売

売上高は前年における大型案件特需の反動で1,048,452千円（前年同期比11.3％減収）となりまし

た。セグメント利益は売上高の減少により83,424千円(同9.0%減益)となりました。

②ソフトウェア開発

売上高は案件の積上げにより686,423千円（前年同期比8.3%増収）となりました。セグメント利益は

23,791千円(同391.4%増益)となりました。

③システム販売

生コンクリート業界向け情報システム案件及び画像処理システム案件における前期からのずれ込み、

並びに医療システム等の増加等により売上高は1,692,850千円（前年同期比45.6%増収）となりまし

た。セグメント利益は149,372千円(同197,074千円増益)となりました。

④システム運用・管理等

前年同期並みに推移し、売上高は1,997,924千円（前年同期比1.4％減収）となりました。セグメント

利益は、原価低減効果により504,509千円(同6.8%増益)となりました。
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　(2)財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、3,233,821千円となりました。これは、主に仕掛品

が534,401千円増加したものの、受取手形及び売掛金が891,178千円減少したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％増加し、2,494,484千円となりました。これは、主にリース

資産が15,890千円減少したものの、無形固定資産に含まれているソフトウェアが12,809千円、投資その他

の資産のその他に含まれている投資有価証券が10,787千円増加したことによります。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、5,728,305千円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.7％減少し、1,937,715千円となりました。これは、主に買掛金

が298,713千円減少したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて11.4％減少し、954,443千円となりました。これは、主に長期借入

金が75,015千円、固定負債その他に含まれるリース債務が60,074千円減少したことによります。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて11.6％減少し、2,892,158千円となりました。

（純資産）　　　

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、2,836,146千円となりました。これは、主に株主

配当金の支払が73,990千円あったものの、四半期純利益が71,107千円、その他有価証券評価差額金が

11,822千円増加したことによります。

　

　(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　
　(4)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は11,116千円であります。

  なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,920,000

計 5,920,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,480,000 1,480,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は
100株であります。

計 1,480,000 1,480,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年12月31日 ― 1,480 ― 777,875 ― 235,872

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　　　100

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　1,479,600 14,796 ―

単元未満株式 普通株式　　　　300 ― ―

発行済株式総数 　　　　　1,480,000 ― ―

総株主の議決権 ― 14,796 ―

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。

２　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
パシフィックシステム㈱

埼玉県さいたま市桜区
田島八丁目４番19号

100 ― 100 0.01

計 ― 100 ― 100 0.01

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年10月１日

から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 407,644 398,009

受取手形及び売掛金 1,763,670 ※１
 872,491

リース投資資産 484,283 452,567

商品及び製品 64,472 59,845

仕掛品 590,307 1,124,708

原材料及び貯蔵品 29,750 31,628

その他 280,489 294,892

貸倒引当金 △520 △321

流動資産合計 3,620,097 3,233,821

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 870,657 857,759

土地 553,902 553,902

その他（純額） 451,656 429,993

有形固定資産合計 1,876,216 1,841,656

無形固定資産 153,197 181,065

投資その他の資産

前払年金費用 202,676 211,676

その他 249,779 263,804

貸倒引当金 △3,506 △3,718

投資その他の資産合計 448,948 471,762

固定資産合計 2,478,362 2,494,484

資産合計 6,098,460 5,728,305

負債の部

流動負債

買掛金 655,748 357,034

短期借入金 150,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 100,020 100,020

未払費用 217,823 250,597

未払法人税等 66,488 55,291

賞与引当金 240,611 134,071

受注損失引当金 99,806 202,126

アフターコスト引当金 23,945 20,781

その他 639,681 717,791

流動負債合計 2,194,125 1,937,715

固定負債

長期借入金 306,628 231,613

退職給付引当金 368,177 385,161
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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)

その他 402,322 337,668

固定負債合計 1,077,127 954,443

負債合計 3,271,253 2,892,158

純資産の部

株主資本

資本金 777,875 777,875

資本剰余金 239,946 239,946

利益剰余金 1,805,853 1,802,970

自己株式 △271 △271

株主資本合計 2,823,403 2,820,520

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,803 15,626

その他の包括利益累計額合計 3,803 15,626

純資産合計 2,827,207 2,836,146

負債純資産合計 6,098,460 5,728,305
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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 5,005,176 5,425,650

売上原価 4,115,405 4,295,987

売上総利益 889,771 1,129,663

販売費及び一般管理費 976,283 1,025,586

営業利益又は営業損失（△） △86,512 104,076

営業外収益

受取利息 146 90

受取配当金 2,875 3,715

受取手数料 2,197 2,222

助成金収入 5,876 7,748

補助金収入 7,838 7,500

その他 6,452 5,320

営業外収益合計 25,386 26,597

営業外費用

支払利息 9,984 7,630

売上割引 1,607 1,929

シンジケートローン手数料 6,500 2,235

その他 248 424

営業外費用合計 18,341 12,219

経常利益又は経常損失（△） △79,467 118,454

特別利益

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 3,248 －

災害見舞金 3,789 －

特別利益合計 7,037 16

特別損失

固定資産除却損 2,980 327

固定資産売却損 1,094 －

投資有価証券評価損 764 1,414

減損損失 4,842 －

災害による損失 12,692 －

特別損失合計 22,373 1,742

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△94,803 116,727

法人税等 △35,880 45,620

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△58,922 71,107

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,922 71,107
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【四半期連結包括利益計算書】
【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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△58,922 71,107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,564 11,822

その他の包括利益合計 4,564 11,822

四半期包括利益 △54,358 82,930

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,358 82,930

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。

　
【会計方針の変更等】

　
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)

(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)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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、これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
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)

１．税金費用の計算 　当連結会計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す

る方法を採用しております。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
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)

受取手形 ―千円 4,345千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。

　

　
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)

減価償却費 190,015千円 229,938千円
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(株主資本等関係)

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)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月17日
定時株主総会

普通株式 66,594 45平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

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)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 73,990 50平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,182,009633,5501,162,5382,027,0785,005,176― 5,005,176

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

455 3,876 1,25822,03127,621△27,621 ―

計 1,182,465637,4271,163,7962,049,1095,032,798△27,6215,005,176

セグメント利益又は損失(△) 91,7134,841△47,701472,454521,308△607,820△86,512

（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△607,820千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であ

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ  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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,048,452686,4231,692,8501,997,9245,425,650― 5,425,650

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 34,8672,60732,87370,348△70,348 ―

計 1,048,452721,2911,695,4572,030,7985,495,999△70,3485,425,650

セグメント利益 83,42423,791149,372504,509761,097△657,020104,076

（注）１ セグメント利益の調整額△657,020千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
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)

　　１株当たり四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額(△)

△39円82銭 48円05銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)
　　(千円)

△58,922 71,107

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額又は
　　四半期純損失金額(△)(千円)

△58,922 71,107

    普通株式の期中平均株式数(株) 1,479,830 1,479,808

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月13日

パシフィックシステム株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    鈴    木    一    宏    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    齊    藤    直    人    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているパシ
フィックシステム株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結
会計期間(平成24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日か
ら平成24年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、パシフィックシステム株式会社及び連結子会
社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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