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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 330 △7.4 12 △27.9 12 △25.8 5 △50.6
24年3月期第1四半期 356 6.1 17 121.5 17 71.5 11 132.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 5百万円 （△53.8％） 24年3月期第1四半期 10百万円 （170.2％）

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1四半期 87.09 ―
24年3月期第1四半期 176.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,883 2,215 76.8
24年3月期 2,864 2,223 77.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,215百万円 24年3月期  2,223百万円

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 ― 200.00 200.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 200.00 200.00

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  
平成25年３月期の業績予想につきましては、当社グループを取り巻く事業環境及び、新規事業の影響等により、詳細な数値を算出することが困難であるため、
レンジ形式で通期の業績予想のみを記載しております。 

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
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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（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  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行なっており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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レビュー手続の対象外であり、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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「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。 

※  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   ：  有
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1Q 72,535 株 24年3月期 72,535 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 8,063 株 24年3月期 8,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 64,472 株 24年3月期1Q 64,472 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧米諸国の財政不安等による長期化する円高の影響や電力問

題の懸念等により、引き続き不透明な状況が続いております。 

当社グループにおきましては、当初の予定通り、既存サービスは堅調に推移するとともに、新たなサービスの提

供に向けた開発を行ってまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 %減）となり、営業利益

千円（前年同期比 %減）、経常利益 千円（前年同期比 %減）、四半期純利益 千円（前年

同期比 %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１四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産のその他に含まれる前払費用が 千円増加したこと等に

より前連結会計年度末と比べ 千円増加し 千円となりました。負債につきましては、賞与引当金を

千円計上したこと等により、前連結会計年度末と比べ 千円増加し 千円となりました。純資産

につきましては、第１四半期純利益を計上しましたが、配当を実施したこと等から、前連結会計年度末に比べ

千円減少し 千円となりました。 

   

（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、当初の予想どおりに推移していることから、平成24年５月11日の「平成24年３月

期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、当第１四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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

   

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

330,164 7.4

12,596 27.9 12,693 25.8 5,614

50.6

12,063

19,253 2,883,991

16,946 27,125 668,606

7,871 2,215,384

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 791,429 693,549

受取手形及び売掛金 19,188 23,131

有価証券 － 99,945

商品及び製品 22,143 29,222

仕掛品 1,217 1,010

原材料及び貯蔵品 9,548 9,011

その他 92,028 106,396

貸倒引当金 △95 △111

流動資産合計 935,459 962,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 638,417 630,842

土地 646,749 646,749

その他（純額） 22,285 21,826

有形固定資産合計 1,307,452 1,299,417

無形固定資産   

のれん 65,550 61,776

その他 319,188 323,910

無形固定資産合計 384,739 385,687

投資その他の資産 237,085 236,729

固定資産合計 1,929,277 1,921,834

資産合計 2,864,737 2,883,991
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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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,742 49,804

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 12,107 7,984

賞与引当金 － 16,946

その他 230,981 237,344

流動負債合計 634,831 662,080

固定負債 6,650 6,526

負債合計 641,481 668,606

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 814,558 807,278

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,228,690 2,221,411

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △66 △121

為替換算調整勘定 △5,368 △5,905

その他の包括利益累計額合計 △5,435 △6,027

純資産合計 2,223,255 2,215,384

負債純資産合計 2,864,737 2,883,991
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 356,635 330,164

売上原価 177,756 167,737

売上総利益 178,879 162,427

販売費及び一般管理費 161,404 149,830

営業利益 17,475 12,596

営業外収益   

受取利息及び配当金 26 579

その他 359 328

営業外収益合計 386 908

営業外費用   

支払利息 593 615

為替差損 150 195

営業外費用合計 744 810

経常利益 17,117 12,693

特別損失   

固定資産除却損 13 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純利益 17,103 12,693

法人税、住民税及び事業税 5,746 7,079

法人税等合計 5,746 7,079

少数株主損益調整前四半期純利益 11,357 5,614

四半期純利益 11,357 5,614
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,357 5,614

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31 △55

為替換算調整勘定 △457 △536

その他の包括利益合計 △489 △592

四半期包括利益 10,868 5,022

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,868 5,022

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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