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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 359 △7.3 △45 ― △33 ― △61 ―
23年3月期第2四半期 388 23.5 △141 ― △124 ― △139 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △60百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △132百万円 （―％）

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2四半期 △7,328.08 ―
23年3月期第2四半期 △16,751.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第2四半期 999 750 75.1 90,091.11
23年3月期 1,023 811 79.2 97,376.35
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  750百万円 23年3月期  811百万円

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

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  ：  有  
詳細につきましては、本日(平成23年10月28日)開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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 770 △5.3 1 ― 13 ― △22 ― △2,640.42



(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  ：  無  

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
2. 当社は、平成23年11月下旬にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、説明会開催後速やかに当社Web
サイトに掲載する予定です。 

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2Q 8,900 株 23年3月期 8,900 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 568 株 23年3月期 568 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,332 株 23年3月期2Q 8,332 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による経済活動の落ち込みから回復の動きが見

える一方で、主に欧州での財政問題に伴い急激に円高・株安が進行しており、先行きの不透明な状況が続いており

ます。当社グループの主要な事業領域である情報サービス業界においては、ＩＴ投資に対する需要は大企業を中心

に改善しつつありますが、未だ本格的な回復には至っておりません。 

 このような状況の中、当社グループは当連結会計年度を初年度とする中期３か年計画の下、新たなサービスの創

造とマーケットの開拓を図ってまいりました。当第２四半期連結累計期間において、コンサルティング／設計／構

築分野の受注は回復を見せておりますが、ＢＰＯ／サービス分野での新サービス立ち上げの遅延等により、当第２

四半期連結累計期間の売上高は 千円(前年同期比 ％減)となりました。しかしながら、グループ一丸とな

った経費削減の取り組み等により損失の額は縮小し、営業損失 千円(前年同期は営業損失 千円)、経

常損失 千円(前年同期は経常損失 千円)となりました。また、回収が遅延しております営業債権につ

いて貸倒引当金繰入額 千円を計上したこと等により、四半期純損失は 千円(前年同期は四半期純損失

千円)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末における流動資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円減)となり

ました。これは、現金及び預金の減少 千円、貸倒引当金の増加 千円、設計構築案件等の遂行に伴う売

上債権の増加 千円等が主な要因であります。固定資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円

増)となりました。これは、当社の本社移転により事務所内装設備を取得したこと等に伴い、有形固定資産が

千円増加したことが主な要因であります。これにより、総資産の残高は 千円(前連結会計年度末比 千

円減)となりました。 

 流動負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。これは、賞与引当金の増加

千円、買掛金の増加 千円等が主な要因であります。固定負債の残高は 千円(前連結会計年度末比

千円減)となりました。これは、退職給付引当金の減少 千円と、受入敷金保証金の増加 千円によるも

のであります。これにより、負債の残高は 千円(前連結会計年度末比 千円増)となりました。 

 純資産の残高は、損失の計上等に伴い 千円(前連結会計年度末比 千円減)となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により 千

円、投資活動により 千円、財務活動により 千円それぞれ減少いたしました。その結果、当第２四半期連結

累計期間末の資金の残高は 千円(前年同期比 千円減)となりました。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動により、資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)いた

しました。これは、損失の計上と、売上債権の増加が主な要因であります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動により、資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)いたし

ました。これは、本社移転に伴う事務所内装設備の取得が主な要因であります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 当第２四半期連結累計期間において、配当金の支払により資金は 千円減少(前年同期は 千円減少)しておりま

す。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績の動向を踏まえ、平成23年７月29日に発表いたしました、平成24年３月期の業績予想を修正しており

ます。詳細は、本日(平成23年10月28日)開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

  

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

359,764 7.3

45,355 141,242

33,328 124,968

28,761 61,057

139,576

730,819 36,773

34,521 27,040

41,804 269,167 12,916

9,600

999,986 23,857

170,838 37,094

10,584 9,741 78,509

250 4,750 4,500

249,347 36,843

750,639 60,700

19,319

15,241 9

114,252 97,714

19,319 148,676

15,241 82,118

9 19

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 551,745 517,224

受取手形及び売掛金 177,459 219,264

商品 4,655 3,226

仕掛品 228 561

貯蔵品 173 245

前払費用 18,620 15,703

その他 16,248 3,174

貸倒引当金 △1,539 △28,580

流動資産合計 767,592 730,819

固定資産   

有形固定資産 11,608 21,208

無形固定資産 26,472 22,997

投資その他の資産   

投資有価証券 129,048 129,705

敷金及び保証金 78,581 85,763

破産更生債権等 6,930 6,930

長期前払費用 165 1,159

その他 6,910 6,601

貸倒引当金 △3,465 △5,197

投資その他の資産合計 218,170 224,961

固定資産合計 256,251 269,167

資産合計 1,023,843 999,986

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,459 70,200

未払金 9,797 17,144

未払法人税等 2,440 2,238

前受金 16,630 19,637

賞与引当金 21,713 32,297

移転費用引当金 1,831 －

その他 20,871 29,319

流動負債合計 133,743 170,838

固定負債   

退職給付引当金 77,160 72,409

受入敷金保証金 1,600 6,100

固定負債合計 78,760 78,509

負債合計 212,504 249,347

純資産の部   

株主資本   

資本金 467,050 467,050

資本剰余金 510,270 510,270

利益剰余金 △69,746 △130,804

自己株式 △95,771 △95,771

株主資本合計 811,802 750,744

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △462 △105

その他の包括利益累計額合計 △462 △105

純資産合計 811,339 750,639

負債純資産合計 1,023,843 999,986
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 388,180 359,764

売上原価 327,044 262,982

売上総利益 61,135 96,781

販売費及び一般管理費 202,378 142,137

営業損失（△） △141,242 △45,355

営業外収益   

受取利息 626 90

受取賃貸料 4,084 6,970

受取保険金及び配当金 2,743 119

受取手数料 250 －

助成金収入 1,144 500

負ののれん償却額 6,283 －

還付消費税等 － 3,055

その他 3,008 1,606

営業外収益合計 18,140 12,342

営業外費用   

為替差損 1,303 315

有価証券評価損 253 －

その他 309 －

営業外費用合計 1,866 315

経常損失（△） △124,968 △33,328

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,174 －

特別利益合計 1,174 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,087 －

投資有価証券評価損 7,669 －

貸倒引当金繰入額 － 28,761

本社移転費用 － 3,548

その他 1,374 10

特別損失合計 13,131 32,319

税金等調整前四半期純損失（△） △136,925 △65,648

法人税、住民税及び事業税 728 475

法人税等還付税額 － △5,066

法人税等調整額 1,922 －

法人税等合計 2,650 △4,591

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,576 △61,057

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △139,576 △61,057

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,576 △61,057

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,401 356

その他の包括利益合計 7,401 356

四半期包括利益 △132,174 △60,700

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △132,174 △60,700

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △136,925 △65,648

減価償却費 8,264 9,064

負ののれん償却額 △6,283 －

のれん償却額 919 919

その他の償却額 5,460 893

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77,849 28,773

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,773 10,584

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,162 △4,750

移転費用引当金の増減額（△は減少） － △1,831

受取利息及び受取配当金 △3,369 △210

補助金収入 △1,144 △500

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 7,922 －

売上債権の増減額（△は増加） 45,754 △41,804

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,447 1,024

破産更生債権等の増減額（△は増加） 76,735 －

仕入債務の増減額（△は減少） △103,632 9,741

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） － 4,500

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,921 8,725

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,474 11,730

その他 139 △983

小計 △144,552 △29,770

利息及び配当金の受取額 2,603 210

補助金の受取額 1,144 500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,871 9,741

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,676 △19,319

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △113 △48

有形固定資産の取得による支出 △177 △12,093

無形固定資産の取得による支出 △6,694 △4,026

有価証券の取得による支出 △50,116 －

投資有価証券の取得による支出 △25,312 △300

貸付金の回収による収入 297 303

その他 △2 923

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,118 △15,241

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △19 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △19 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,813 △34,569

現金及び現金同等物の期首残高 442,781 148,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 211,967 114,252
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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