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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 3,808 △0.8 △4 ― △0 ― △1 ―
24年3月期第3四半期 3,838 2.2 14 10.2 23 △34.6 2 △77.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △12百万円 （―％）

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 △0.39 ―
24年3月期第3四半期 0.68 ―

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 4,561 3,424 74.8 931.61
24年3月期 4,741 3,460 72.7 941.67
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,411百万円 24年3月期  3,448百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

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  ：  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 6,266 11.9 196 26.6 200 21.0 111 78.8 30.57



(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  ：  有  

(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は終了しておりません。 

※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の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。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信添付資料Ｐ２「連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 

※  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   ：  有
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 3,940,000 株 24年3月期 3,940,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 278,361 株 24年3月期 278,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 3,661,639 株 24年3月期3Q 3,661,639 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

-1-

システムズ・デザイン㈱　(3766)　平成25年３月期　第３四半期決算短信　　



（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、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに持ち直しつつあ

るものの、デフレの継続や長期化する円高、欧州債務問題や新興国における景気減速の兆候などにより、今後の景

気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。  

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、依然

として厳しい状況のまま推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強

化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第３四半期における売上高は 千円(前年同期比0.8％減）、営業損失は 千円（前年

同期は 千円の営業利益）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常利益）、四半期純損失は

千円（前年同期は 千円の四半期純利益）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮

小もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。 

 この結果、当第３四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円

（前年同期は 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの受注はほぼ横ばいとなりました。 

 この結果、当第３四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失 千円（前

年同期は 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしました。 

 この結果、当第３四半期における売上高は 千円（前年同期比0.6％減）、営業利益 千円（同

11.4％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３四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金等の減少により前期末比179,477千円減の4,561,931千円となり

ました。純資産は、利益剰余金等の減少により前期末比35,642千円減の3,424,639千円となり、自己資本比率は

74.8％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年11月２日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更ありませ

ん。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

 なお、有限会社イメージ・テン（立川）、有限会社イメージ・テン（相模原）、有限会社イメージ・テン（座

間）、および有限会社イメージ・テン（渋谷）の各社は平成24年４月30日付けで解散を決議し、平成24年７月11日

付で清算結了いたしました。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

      

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,808,421 △4,242

14,510 △948 23,575

△1,438 2,499

1,011,824 3.9 △41,553

△53,202

2,381,241 0.6 △25,136

△2,802

415,354 62,448

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 2,577,969 2,657,861

受取手形及び売掛金 1,094,327 636,384

商品及び製品 10,844 12,004

仕掛品 37,081 210,226

原材料及び貯蔵品 14,073 20,858

その他 121,052 190,651

貸倒引当金 △367 △237

流動資産合計 3,854,982 3,727,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 340,100 344,323

減価償却累計額 △197,661 △203,173

建物及び構築物（純額） 142,439 141,150

機械装置及び運搬具 21,457 21,278

減価償却累計額 △18,939 △18,890

機械装置及び運搬具（純額） 2,518 2,388

土地 112,278 112,278

その他 178,735 176,169

減価償却累計額 △151,135 △151,299

その他（純額） 27,600 24,869

有形固定資産合計 284,837 280,687

無形固定資産   

のれん 114,993 93,441

ソフトウエア 40,237 30,346

その他 10,459 9,943

無形固定資産合計 165,690 133,731

投資その他の資産   

投資有価証券 42,533 41,271

長期貸付金 4,696 3,765

繰延税金資産 157,242 157,240

その他 231,425 217,484

投資その他の資産合計 435,898 419,761

固定資産合計 886,425 834,181

資産合計 4,741,408 4,561,931
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,030 28,859

未払金 316,206 276,138

未払法人税等 50,625 9,000

賞与引当金 146,076 36,753

役員賞与引当金 7,724 －

事務所移転費用引当金 3,090 －

役員退職慰労引当金 26,700 －

その他 100,120 144,685

流動負債合計 673,574 495,437

固定負債   

退職給付引当金 555,949 585,873

役員退職慰労引当金 51,602 55,981

固定負債合計 607,552 641,854

負債合計 1,281,126 1,137,291

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,898,655 2,860,601

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,440,526 3,402,471

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,531 8,758

その他の包括利益累計額合計 7,531 8,758

少数株主持分 12,223 13,409

純資産合計 3,460,282 3,424,639

負債純資産合計 4,741,408 4,561,931
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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 3,838,635 3,808,421

売上原価 3,136,548 3,075,523

売上総利益 702,086 732,897

販売費及び一般管理費 687,576 737,139

営業利益又は営業損失（△） 14,510 △4,242

営業外収益   

受取利息 603 157

受取配当金 1,216 1,311

不動産賃貸料 720 720

助成金収入 4,057 －

雑収入 2,657 1,336

営業外収益合計 9,255 3,525

営業外費用   

不動産賃貸原価 183 231

投資事業組合運用損 6 0

営業外費用合計 189 231

経常利益又は経常損失（△） 23,575 △948

特別利益   

投資有価証券売却益 8,379 31

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 8,379 40

特別損失   

固定資産除却損 3,642 2,764

投資有価証券評価損 1,485 －

投資有価証券売却損 2,539 841

事務所移転費用 720 －

訴訟損失引当金繰入額 10,000 －

保険解約損 － 7,409

特別損失合計 18,387 11,014

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（△）

13,567 △11,922

法人税等 11,148 △11,715

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（△）

2,418 △206

少数株主利益又は少数株主損失（△） △80 1,231

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,499 △1,438
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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（△）

2,418 △206

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,601 1,226

その他の包括利益合計 △14,601 1,226

四半期包括利益 △12,182 1,020

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,101 △211

少数株主に係る四半期包括利益 △80 1,231
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

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） 

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） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

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） 

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） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

   

   

（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

（５）セグメント情報等

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 1,053,198  2,367,647  417,788  3,838,635  －  3,838,635

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  1,053,198  2,367,647  417,788  3,838,635  －  3,838,635

セグメント利益又

は損失（△） 
 △53,202  △2,802  70,515  14,510  －  14,510

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 1,011,824  2,381,241  415,354  3,808,421  －  3,808,421

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  1,011,824  2,381,241  415,354  3,808,421  －  3,808,421

セグメント利益又

は損失（△） 
 △41,553  △25,136  62,448  △4,242  －  △4,242
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