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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 997 1.6 54 29.3 54 25.6 31 22.4
23年3月期第3四半期 981 7.0 42 3.5 43 8.0 25 117.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 30百万円 （28.4％） 23年3月期第3四半期 23百万円 （―％）

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 491.66 ―
23年3月期第3四半期 401.68 ―

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 2,848 2,208 77.5
23年3月期 2,851 2,190 76.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,208百万円 23年3月期  2,190百万円

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  
当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 200.00 200.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） ― ―

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  
平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定を行うことができないため、未定とさせていただきます。 
なお、当該理由等につきましては、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。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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（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 

(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 
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。 

4.  その他

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   ：  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 72,535 株 23年3月期 72,535 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 8,063 株 23年3月期 8,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 64,472 株 23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きましては、オンラインゲーム等の既存サービスの売上が堅調に推移したことに

加え、当期より開始した商工会議所向け検定システムのサービスによる売上の増加及びスマートフォン向けサービ

スの提供による売上の増加等により、当第３四半期連結累計期間における売上高 千円（前年同期比 %

増）、営業利益 千円（同 %増）、経常利益 千円（同 %増）、四半期純利益 千円（同

%増）と増収増益になりました。 

   

（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、投資有価証券等が 千円増加するとともに、新規サービスの開発

に伴い、無形固定資産が 千円増加いたしましたが、それらに伴う支出により現金及び預金が 千円減少

したこと等により、前連結会計年度末と比較して 千円減の 千円となりました。負債につきまして

は、その他に含まれております未払消費税等の支払等により 千円減の 千円となりました。 

また、純資産につきましては、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ 千円増の

千円となり、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.7ポイント増となる %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、東日本大震災による売上への影響及びセキュリティ対策費用等の影響を見定めて

いる 中であり、現時点では公表を控えさせていただいております。今後につきましては、見通しが立ち次第速や

かに公表させて頂きます。 

   

   

（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 

該当事項はありません。  

   

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

997,842 1.6

54,601 29.3 54,967 25.6 31,698 22.4

99,800

12,885 66,443

2,947 2,848,385

20,623 639,820

17,676 2,208,564

77.5

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 939,916 873,472

受取手形及び売掛金 17,170 12,248

商品及び製品 24,339 28,783

仕掛品 515 349

原材料及び貯蔵品 2,465 9,828

その他 112,687 82,912

貸倒引当金 △74 △78

流動資産合計 1,097,021 1,007,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 670,025 646,956

土地 646,749 646,749

その他（純額） 25,780 22,755

有形固定資産合計 1,342,555 1,316,461

無形固定資産   

のれん 80,648 69,325

その他 289,947 314,156

無形固定資産合計 370,595 383,481

投資その他の資産 41,159 140,924

固定資産合計 1,754,310 1,840,868

資産合計 2,851,332 2,848,385
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,489 42,237

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 17,465 9,158

賞与引当金 － 17,224

その他 245,427 214,381

流動負債合計 653,382 633,002

固定負債   

負ののれん 2,188 1,860

その他 4,872 4,957

固定負債合計 7,061 6,817

負債合計 660,444 639,820

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 781,970 800,774

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,196,102 2,214,906

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34 △159

為替換算調整勘定 △5,179 △6,182

その他の包括利益累計額合計 △5,214 △6,342

純資産合計 2,190,888 2,208,564

負債純資産合計 2,851,332 2,848,385
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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 981,904 997,842

売上原価 489,098 500,177

売上総利益 492,805 497,665

販売費及び一般管理費 450,588 443,063

営業利益 42,217 54,601

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,681 431

業務受託手数料 1,441 985

その他 3,033 1,447

営業外収益合計 6,155 2,863

営業外費用   

支払利息 2,258 1,805

為替差損 2,359 693

営業外費用合計 4,617 2,498

経常利益 43,755 54,967

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産除却損 534 16

特別損失合計 534 16

税金等調整前四半期純利益 43,232 54,951

法人税、住民税及び事業税 17,335 23,252

法人税等合計 17,335 23,252

少数株主損益調整前四半期純利益 25,896 31,698

四半期純利益 25,896 31,698
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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 25,896 31,698

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19 △125

為替換算調整勘定 △2,059 △1,002

その他の包括利益合計 △2,078 △1,127

四半期包括利益 23,818 30,570

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23,818 30,570

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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