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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 988 △0.9 28 △47.0 32 △41.8 13 △57.9
24年3月期第3四半期 997 1.6 54 29.3 54 25.6 31 22.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 14百万円 （△53.6％） 24年3月期第3四半期 30百万円 （28.4％）

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 206.88 ―
24年3月期第3四半期 491.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 2,887 2,224 77.0
24年3月期 2,864 2,223 77.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,224百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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3Q 72,535 株 24年3月期 72,535 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 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3Q 64,472 株 24年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復の兆しがみられるものの、欧州危機に端を発し

た世界経済の落ち込みは根強く、政権交代による大型景気対策への期待が高まるものの、国内経済の見通しも依然

として先行きは不透明な状況にあります。 

当社グループにおきましては、ネットサービス事業における各サービスは、堅調に推移しております。  

この結果、当第３四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３四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未収入金が 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、流動負債のそ

の他に含まれる未払金が 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。純資産につきましては、第３四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 千円増加し 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、当初の予想通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。   

  

（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、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３四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

988,770 0.9

28,930 47.0 32,009 41.8 13,337

57.9

28,343

23,148 2,887,885

20,410 21,853 663,335

1,294 2,224,550

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 791,429 710,795

受取手形及び売掛金 19,188 16,681

有価証券 － 200,247

商品及び製品 22,143 26,556

仕掛品 1,217 842

原材料及び貯蔵品 9,548 7,445

その他 92,028 125,484

貸倒引当金 △95 △71

流動資産合計 935,459 1,087,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 638,417 615,698

土地 646,749 646,749

その他（純額） 22,285 20,486

有形固定資産合計 1,307,452 1,282,934

無形固定資産   

のれん 65,550 54,227

その他 319,188 326,659

無形固定資産合計 384,739 380,887

投資その他の資産 237,085 136,083

固定資産合計 1,929,277 1,799,905

資産合計 2,864,737 2,887,885
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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   

支払手形及び買掛金 41,742 42,201

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 12,107 8,028

賞与引当金 － 15,949

その他 230,981 240,862

流動負債合計 634,831 657,041

固定負債 6,650 6,293

負債合計 641,481 663,335

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 814,558 815,002

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,228,690 2,229,134

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △66 △51

為替換算調整勘定 △5,368 △4,532

その他の包括利益累計額合計 △5,435 △4,584

純資産合計 2,223,255 2,224,550

負債純資産合計 2,864,737 2,887,885
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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 997,842 988,770

売上原価 500,177 505,363

売上総利益 497,665 483,407

販売費及び一般管理費 443,063 454,476

営業利益 54,601 28,930

営業外収益   

受取利息及び配当金 431 1,551

為替差益 － 2,304

その他 2,432 1,356

営業外収益合計 2,863 5,213

営業外費用   

支払利息 1,805 1,824

為替差損 693 －

その他 － 309

営業外費用合計 2,498 2,133

経常利益 54,967 32,009

特別損失   

固定資産除却損 16 －

特別損失合計 16 －

税金等調整前四半期純利益 54,951 32,009

法人税、住民税及び事業税 23,252 18,671

法人税等合計 23,252 18,671

少数株主損益調整前四半期純利益 31,698 13,337

四半期純利益 31,698 13,337
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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 31,698 13,337

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △125 14

為替換算調整勘定 △1,002 836

その他の包括利益合計 △1,127 850

四半期包括利益 30,570 14,188

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,570 14,188

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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