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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 1,941 60.0 69 12.8 70 5.7 124 218.3
23年3月期第3四半期 1,213 ― 61 ― 66 ― 38 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 69百万円 （△34.3％） 23年3月期第3四半期 105百万円 （―％）

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 2,178.79 2,153.35
23年3月期第3四半期 680.45 669.08

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 3,137 2,467 75.2
23年3月期 2,848 2,376 82.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,359百万円 23年3月期  2,353百万円

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 ― 342.00 342.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 381.00 381.00

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  ：  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 2,700 33.6 200 7.7 200 △6.0 110 11.5 1,905.98



(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）  ：  有  

（注）詳細は、[添付資料]Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項(１)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 」をご覧下さい。 

(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  
（注）詳細は、[添付資料]Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。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、[添付
資料]Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．上記１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（1)連結経営成績（累計）の各数値のうち、前々四半期については連結財務諸表を作成していないため、前四
半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

4.  その他

新規 1社 （社名） ウルシステムズ株式会社 、 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 60,032 株 23年3月期 59,992 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,106 株 23年3月期 2,279 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 56,973 株 23年3月期3Q 57,311 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の経済は、12月発表の日銀短観によると、東日本大震災からの復興需要

による回復基調にあるものの、長期化する円高傾向や欧州を中心とする海外経済の落ち込みにより総じて大企業製造

業の景況感は前回調査比、現状及び先行きとも悪化しました。一方、当社の属する情報サービス業界についても、ソ

フトウェア投資動向(日銀短観）によると、総じて前期比増加傾向に変化はありませんが、増加率は前回調査から縮

小傾向にあり慎重な投資姿勢が継続しております。このような経営環境の下で、当第３四半期連結累計期間の当社の

グループの経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項をセグメントごとに記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、公共、製造業、サービス業等を中心とする既存顧客からのリピートオーダ

ーの大幅な拡大及び受託案件の順調な進捗並びに株式会社イーシー・ワンとの経営統合の効果もあり、当第３四

半期連結累計期間の売上高は第３四半期連結累計期間としては過去最高の1,825,273千円（前年同期比70.8％

増）となりました。なお、平成23年10月３日付けで実施した株式会社イーシー・ワンとの経営統合によって、当

第３四半期連結累計期間の当該事業の経営成績は、当社が運営していたコンサルティング事業の第３四半期連結

累計期間の経営成績と株式会社イーシー・ワンが運営していたSI事業の当第３四半期連結会計期間の経営成績を

合算して算出しております。 

  
②ソフトウェア事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は、85,317千円となりました。なお、平成23年10月３

日付けで実施した、株式会社イーシー・ワンとの経営統合によって、当該事業は株式会社イーシー・ワンに吸収

分割の方法により承継させました。このため当第３四半期連結累計期間の当該事業の経営成績は、当該事業の第

２四半期連結累計期間の経営成績と同様で、前年同期比の比較はおこなっていません。 

  

③損益面については、好調なコンサルティング事業での売上高の大幅な伸長により、一部で不採算案件が発生し

たものの営業利益は69,362千円（前年同期比12.8％増加）、経常利益は70,647千円（前年同期比5.7％増加）に

なるとともに、四半期純利益は株式会社イーシー・ワンとの経営統合に伴う持分変動利益等の特別利益を計上し

たことにより124,132千円（前年同期比218.3％増加）となり、過去最高益を記録しました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 総資産は、主に大型請負案件受託による仕掛品の増加により、前連結会計年度末比288,941千円増加の3,137,188千

円となりました。また、負債（流動負債）については、主に不採算案件に対する受注損失引当金の増加等により、前

連結会計年度末比198,104千円増加の669,970千円となりました。純資産は、四半期純利益の計上等により前連結会計

年度末比90,837千円増加の2,467,217千円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年11月11日に公表しました業績予想に変更はありません。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高 千円 1,941,369 （前年同期比60.0％増） 

営業利益 千円 69,362 （前年同期比12.8％増） 

経常利益 千円 70,647 （前年同期比5.7％増） 

四半期純利益 千円 124,132 （前年同期比218.3％増） 
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（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３四半期連結会計期間より、ウルシステムズ株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。変更後の連結子会社数は２社になります。 

   

（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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

   

     

２．サマリー情報（その他）に関する事項

名称 住所 資本金 主な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

(％) 
関係内容

ウルシステムズ

株式会社 

(連結子会社) 

東京都中央区 100百万円 コンサルティング事業 82.6 役員の兼任4名 
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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 995,945 817,831

売掛金 926,651 771,638

有価証券 399,547 －

仕掛品 32,279 345,249

その他 146,583 268,269

流動資産合計 2,501,008 2,202,989

固定資産   

有形固定資産 16,172 68,428

無形固定資産   

のれん － 74,357

その他 8,492 7,815

無形固定資産合計 8,492 82,172

投資その他の資産   

投資有価証券 230,524 584,219

その他 92,048 199,378

投資その他の資産合計 322,573 783,598

固定資産合計 347,238 934,199

資産合計 2,848,246 3,137,188

負債の部   

流動負債   

未払金 121,207 167,878

未払費用 78,280 79,012

賞与引当金 112,048 71,057

受注損失引当金 － 231,298

未払法人税等 134,365 74

その他 25,965 120,649

流動負債合計 471,866 669,970

負債合計 471,866 669,970

純資産の部   

株主資本   

資本金 817,360 817,935

資本剰余金 1,157,789 1,158,364

利益剰余金 452,484 556,879

自己株式 △59,965 △108,768

株主資本合計 2,367,668 2,424,409

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,782 △64,709

その他の包括利益累計額合計 △13,782 △64,709

少数株主持分 22,493 107,518

純資産合計 2,376,380 2,467,217

負債純資産合計 2,848,246 3,137,188
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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 1,213,024 1,941,369

売上原価 827,015 1,418,942

売上総利益 386,009 522,427

販売費及び一般管理費 324,508 453,065

営業利益 61,501 69,362

営業外収益   

受取利息 215 121

有価証券利息 3,965 1,841

受取配当金 428 －

業務受託料 － 600

その他 1,204 135

営業外収益合計 5,813 2,698

営業外費用   

自己株式取得費用 － 1,101

その他 483 311

営業外費用合計 483 1,413

経常利益 66,830 70,647

特別利益   

事業譲渡益 － 51,293

持分変動利益 － 85,547

投資有価証券売却益 21,698 －

特別利益合計 21,698 136,840

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881 －

統合費用 － 36,394

その他 － 1,648

特別損失合計 4,881 38,042

税金等調整前四半期純利益 83,647 169,446

法人税等 39,850 49,082

少数株主損益調整前四半期純利益 43,797 120,363

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,800 △3,768

四半期純利益 38,997 124,132
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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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 43,797 120,363

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 61,925 △50,927

その他の包括利益合計 61,925 △50,927

四半期包括利益 105,723 69,435

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 100,923 73,204

少数株主に係る四半期包括利益 4,800 △3,768
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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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