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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1四半期 2,949 ― 52 ― 57 ― 152 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1四半期 34.73 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,229 3,891 62.4
23年3月期 6,441 3,782 58.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,891百万円 23年3月期  3,782百万円

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 10.00 ― 15.00 25.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

第2四半期(累計) 6,100 ― 85 ― 90 ― 168 ― 38.23
通期 13,500 8.7 440 28.1 440 3.2 320 △58.9 72.81



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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1Q 4,395,000 株 23年3月期 4,395,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 220 株 23年3月期 220 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,394,780 株 23年3月期1Q 4,394,898 株

※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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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予想は、現時点入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確実な要素等の要因により、実際の業績
は記載見通しとは異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期における我が国の経済は、東日本大震災の影響による生産や物流の停滞、電力の供給懸念などに加

え、雇用情勢が悪化するなど不透明な状況で推移しました。  

 このような状況の下、企業の設備投資に対する慎重な姿勢は継続しており、ＩＴ化投資についても抑制傾向が続

いております。 

 その中で、当社は幅広いユーザー企業取引を施策の中心にすえ、受注活動を推進して参りました。 

 この結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高は 千円、営業利益は 千円、経常

利益は 千円、四半期純利益は 千円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は 千円となり、前事業度末に比べ16,414千円減少いたしま

した。これは、主に現金及び預金50,393千円の減少、受取手形及び売掛金181,716千円の減少、仕掛品が85,265千

円増加したことによるものであります。固定資産は 千円となり、前事業年度末に比べ196,204千円減少い

たしました。これは主にソフトウェアが96,673千円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は 千円となり、前事業年度末に比べ212,619千円減少いたしました。 
   
 当第１四半期会計期間末における流動負債は 千円となり、前事業度末に比べ102,273千円減少いたしま

した。これは主に短期借入金が100,000千円減少したことによるものであります。固定負債は 千円となり、

前事業年度末に比べ219,425千円減少いたしました。これは主に退職給付引当金が201,261千円減少したことによる

ものであります。 

 この結果、負債合計は 千円となり、前事業年度末に比べ321,698千円減少いたしました。 
  
 当第１四半期会計期間末における純資産合計は 千円となり、前事業年度末に比べ109,078千円増加いた

しました。これは主に利益剰余金108,699千円の増加によるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表しました業績予想を修正いたしました。  

 詳細につきましては、平成23年７月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,949,868 52,460

57,089 152,647

4,650,771

1,578,305

6,229,077

1,908,648

428,619

2,337,267

3,891,809
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,526,305 2,475,911

受取手形及び売掛金 1,838,920 1,657,203

商品 2,358 8,330

仕掛品 122,999 208,264

その他 179,184 302,722

貸倒引当金 △2,582 △1,661

流動資産合計 4,667,185 4,650,771

固定資産   

有形固定資産 162,554 161,258

無形固定資産   

ソフトウエア 692,969 596,296

その他 15,222 15,424

無形固定資産合計 708,191 611,720

投資その他の資産   

投資有価証券 369,766 370,381

その他 542,496 443,431

貸倒引当金 △8,498 △8,485

投資その他の資産合計 903,764 805,327

固定資産合計 1,774,510 1,578,305

資産合計 6,441,696 6,229,077

負債の部   

流動負債   

買掛金 462,291 425,609

短期借入金 966,660 866,660

未払法人税等 21,898 12,455

賞与引当金 200,101 47,563

その他 359,970 556,360

流動負債合計 2,010,921 1,908,648

固定負債   

長期借入金 133,340 116,675

退職給付引当金 451,714 250,452

その他 62,989 61,491

固定負債合計 648,044 428,619

負債合計 2,658,966 2,337,267
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 1,196,550 1,196,550

利益剰余金 1,856,980 1,965,680

自己株式 △122 △122

株主資本合計 3,803,408 3,912,108

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,677 △20,298

評価・換算差額等合計 △20,677 △20,298

純資産合計 3,782,730 3,891,809

負債純資産合計 6,441,696 6,229,077
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,949,868

売上原価 2,614,849

売上総利益 335,018

販売費及び一般管理費 282,557

営業利益 52,460

営業外収益  

受取利息 140

受取配当金 2,958

受取保険金 2,000

その他 1,740

営業外収益合計 6,839

営業外費用  

支払利息 2,038

その他 172

営業外費用合計 2,210

経常利益 57,089

特別利益  

退職給付制度改定益 203,564

特別利益合計 203,564

特別損失  

投資有価証券評価損 150

特別損失合計 150

税引前四半期純利益 260,503

法人税、住民税及び事業税 2,721

法人税等調整額 105,133

法人税等合計 107,855

四半期純利益 152,647
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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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