
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期

連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日

から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間

（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年

12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けており

ます。 

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監査法人と

なっております。 

第５【経理の状況】



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,534,031 19,291,395

受取手形及び売掛金 6,877,365 6,280,789

商品及び製品 20,186 87,623

原材料及び貯蔵品 6,251 4,061

その他 705,390 708,861

貸倒引当金 △15,806 △15,496

流動資産合計 24,127,419 26,357,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,461,510 3,586,744

土地 5,061,875 5,069,732

その他（純額） 772,654 548,386

有形固定資産合計 ※  9,296,040 ※  9,204,863

無形固定資産   

のれん － 29,063

その他 192,701 148,670

無形固定資産合計 192,701 177,734

投資その他の資産   

投資有価証券 6,991,754 6,370,701

その他 3,920,631 3,796,191

貸倒引当金 △8,458 △72,257

投資その他の資産合計 10,903,927 10,094,635

固定資産合計 20,392,669 19,477,233

資産合計 44,520,088 45,834,468

負債の部   

流動負債   

買掛金 442,490 649,782

未払法人税等 26,012 1,103,420

賞与引当金 43,345 516,823

役員賞与引当金 47,300 57,000

株主優待引当金 57,614 39,948

受注損失引当金 8,900 －

その他 1,688,213 1,173,113

流動負債合計 2,313,877 3,540,088

固定負債   

退職給付引当金 730,423 820,266

役員退職慰労引当金 － 3,444

その他 59,886 58,261

固定負債合計 790,310 881,972

負債合計 3,104,188 4,422,061



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,205,864 7,205,864

資本剰余金 6,892,184 6,892,184

利益剰余金 36,969,525 36,758,280

自己株式 △7,139,575 △7,139,457

株主資本合計 43,927,999 43,716,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △251,953 8,286

土地再評価差額金 △2,329,768 △2,410,867

為替換算調整勘定 △174,179 △137,350

評価・換算差額等合計 △2,755,901 △2,539,931

少数株主持分 243,802 235,465

純資産合計 41,415,900 41,412,407

負債純資産合計 44,520,088 45,834,468



（２）【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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 26,466,984 25,019,585

売上原価 20,947,326 20,362,245

売上総利益 5,519,658 4,657,340

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 826,031 801,693

賞与引当金繰入額 1,598 7,808

役員賞与引当金繰入額 49,250 47,300

役員退職慰労引当金繰入額 1,821 －

福利厚生費 228,335 164,391

賃借料 316,737 337,313

減価償却費 128,480 46,730

研究開発費 32,445 17,031

株主優待引当金繰入額 23,437 23,713

その他 684,013 632,052

販売費及び一般管理費合計 2,292,151 2,078,035

営業利益 3,227,506 2,579,304

営業外収益   

受取利息 44,975 59,401

受取配当金 37,305 72,710

受取家賃 71,688 －

有価証券受贈益 － 42,018

その他 31,619 24,693

営業外収益合計 185,588 198,824

営業外費用   

支払利息 73 46

賃貸原価 49,169 －

為替差損 － 13,222

和解金 － 9,000

その他 34,404 5,686

営業外費用合計 83,647 27,955

経常利益 3,329,447 2,750,173

特別利益   

固定資産売却益 ※1  1,763,142 －

投資有価証券売却益 － 31,688

貸倒引当金戻入益 － 14,684

その他 35,569 2,236

特別利益合計 1,798,712 48,608

特別損失   

固定資産売却損 ※2  395 －

投資有価証券評価損 214,194 20,823

ゴルフ会員権評価損 82,257 －

減損損失 － 7,856

その他 32,613 3,636

特別損失合計 329,461 32,316

税金等調整前四半期純利益 4,798,698 2,766,465



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

法人税等 2,003,975 1,189,678

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,576,787

少数株主利益 19,298 19,787

四半期純利益 2,775,424 1,557,000



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,482,585 8,375,490

売上原価 6,621,498 6,801,764

売上総利益 1,861,087 1,573,725

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 261,832 252,829

賞与引当金繰入額 11,100 14,000

役員賞与引当金繰入額 16,750 16,100

役員退職慰労引当金繰入額 607 －

福利厚生費 41,772 42,838

賃借料 107,654 109,878

減価償却費 31,850 15,855

研究開発費 19,678 4,547

その他 206,420 200,972

販売費及び一般管理費合計 697,666 657,022

営業利益 1,163,420 916,703

営業外収益   

受取利息 13,869 22,460

受取配当金 5,035 16,129

受取家賃 10,179 －

その他 6,740 7,768

営業外収益合計 35,823 46,358

営業外費用   

支払利息 22 13

賃貸原価 7,791 －

為替差損 － 2,591

遅延損害金 12,286 －

租税公課 － 974

その他 2,128 769

営業外費用合計 22,228 4,348

経常利益 1,177,016 958,712

特別利益   

固定資産売却益 ※1  1,762,971 －

役員賞与引当金戻入額 － 1,200

特別利益合計 1,762,971 1,200

特別損失   

固定資産売却損 ※2  68 －

固定資産除却損 － ※3  652

投資有価証券評価損 214,194 473

ゴルフ会員権評価損 59,716 －

その他 22,457 83

特別損失合計 296,437 1,209

税金等調整前四半期純利益 2,643,550 958,703

法人税等 1,099,400 389,808

少数株主損益調整前四半期純利益 － 568,895

少数株主利益 10,030 7,098

四半期純利益 1,534,119 561,797



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

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利益 4,798,698 2,766,465

減価償却費 367,691 216,125

のれん償却額 33,035 29,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,866 △63,489

賞与引当金の増減額（△は減少） △497,732 △473,477

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,850 △9,700

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 8,900

株主優待引当金の増減額（△は減少） 15,097 17,665

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,905 △89,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,178 △3,444

投資有価証券評価損益（△は益） 214,194 20,823

固定資産売却損益（△は益） △1,762,746 △157

受取利息及び受取配当金 △82,281 △132,111

支払利息 73 46

売上債権の増減額（△は増加） 971,122 △596,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 459,405 65,246

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,652 20,781

その他投資等の増減額(△は増加) 2,794 64,299

仕入債務の増減額（△は減少） △404,341 △207,291

未払消費税等の増減額（△は減少） 122,330 6,842

その他の流動負債の増減額（△は減少） 358,686 454,141

その他 △22,259 △19,332

小計 4,547,128 2,075,249

利息及び配当金の受取額 80,141 116,176

利息の支払額 △73 △46

法人税等の還付額 7,274 4,955

法人税等の支払額 △2,436,413 △2,259,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,198,058 △63,321

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 △82,224 △80,000

定期預金の払戻による収入 1,836,644 80,000

有形固定資産の取得による支出 △137,313 △270,963

有形固定資産の売却による収入 6,648,887 347

無形固定資産の取得による支出 △26,414 △74,917

投資有価証券の取得による支出 △1,018,919 △1,079,768

関係会社株式の取得による支出 △45,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △87,204 －

敷金及び保証金の回収による収入 10,027 2,780

その他 △23,509 54,858

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,074,972 △1,367,662



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,402,585 △1,264,546

自己株式の取得による支出 △1,500,393 △569

自己株式の売却による収入 117 341

その他 △5,077 △12,092

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,907,938 △1,276,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,362 △49,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,348,730 △2,757,364

現金及び現金同等物の期首残高 12,497,698 19,011,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  18,846,429 ※  16,254,031



  

  

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第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） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 連結の範囲の変更 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。 

３．会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

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ありません。 

【表示方法の変更】

当第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） 

（四半期連結損益計算書） 

１.前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「受取家賃」は、営業外収益総額の100分の20以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業外収益

の「その他」に含まれる「受取家賃」は 千円であります。 

２.前第３四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、営業外

費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記しております。なお、前第３四半期

連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は 千円であります。 

３.前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の20以

下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結累計期間の特別利益

の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は 千円であります。 

４.前第３四半期連結累計期間において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入益」は、

特別利益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記しております。なお、前第３四

半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入益」は 千円であります。 

５.前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「固定資産売却損」は、特別損失総額の100分の20以

下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結累計期間の特別損失

の「その他」に含まれる「固定資産売却損」は 千円であります。 

６.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「敷金及び保証金の差入による支出」は、金額的重要

性が乏しくなったため、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「敷金及び保証金の

差入による支出」は５千円であります。  

1,980

12,330

236

4,199

78



  

  

  

  

  

  

  

  

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

１.前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「受取家賃」は、営業外収益総額の100分の20以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結会計期間の営業外収益

の「その他」に含まれる「受取家賃」は 千円であります。 

２.前第３四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産除却損」は、

特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記しております。なお、前第３四

半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産除却損」は 千円であります。 

３.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

660

1,401

【簡便な会計処理】

  
当第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） 

税金費用の計算 一部の子会社につきましては、前連結会計年度の実際実効税率を用いて

税金費用の計算をしております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第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） 

税金費用の計算 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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円であ

ります。 

3,082,644 ※ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円であ

ります。 

2,914,958



  

  

  

  

  

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

  

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

※１固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

※２固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

土地・建物及び構築物・その他 1,763,142千円 

車両運搬具 395千円 

───────── 

  

  

  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

土地・建物及び構築物・その他 1,762,971千円 

───────── 

  

※２固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 68千円 
  

───────── 

  

  

  

※３固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 516千円 

工具器具及び備品 136千円 

計 652千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 千円19,126,429

預入期間が３か月を超える定期預金 千円△280,000

現金及び現金同等物 千円18,846,429

現金及び預金勘定 千円16,534,031

預入期間が３か月を超える定期預金 千円△280,000

現金及び現金同等物 千円16,254,031

（株主資本等関係）

普通株式 51,172,160株 

普通株式 6,009,989株 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年５月７日 

取締役会 
普通株式  1,264,546  28 平成22年３月31日 平成22年６月７日 利益剰余金 



前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

事業の種類として「システムソリューションサービス事業」、「人材派遣事業」及び「不動産賃貸事業」に区

分しておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「システムソリューショ

ンサービス事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社及び当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社グループは各会社が１つのセグメントを構成しております。当社は、各事業部門が情報サービス及びソフ

トウエアプロダクトの事業を行い、トータルのシステムサービスとして事業活動していることから、システムソ

リューションサービス事業として集約しております。 

したがって、当社グループは、各会社を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「システムソリ

ューションサービス事業」、「人材派遣事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

「システムソリューションサービス事業」は、情報サービス、パッケージソフト及びシステム機器販売を行っ

ております。「人材派遣事業」は、一般事業会社に広く人材を派遣しております。「不動産賃貸事業」は、主に

居住用住宅を賃貸しております。 

  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第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） 

（単位：千円） 

  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

システムソリ
ューションサ
ービス事業 

人材派遣事業
不動産賃貸事
業 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  23,506,620  1,230,359  282,605  25,019,585  －  25,019,585

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  243,873  18,746  262,620  △262,620  －

計  23,506,620  1,474,233  301,351  25,282,206  △262,620  25,019,585

セグメント利益  2,470,771  35,443  72,917  2,579,132  171  2,579,304



当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

                                （単位：千円） 

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

システムソリ
ューションサ
ービス事業 

人材派遣事業
不動産賃貸事
業 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  7,880,575  401,767  93,147  8,375,490  －  8,375,490

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  87,098  6,280  93,378  △93,378  －

計  7,880,575  488,866  99,427  8,468,869  △93,378  8,375,490

セグメント利益  878,216  8,452  29,976  916,645  57  916,703

  当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結会計期間 

セグメント間取引消去  292  97

全社費用※  △120  △40

合計  171  57

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）



当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

３．当第３四半期連結会計期間におけるストック・オプションの条件変更 

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

  

（ストック・オプション等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 

（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 911.65円 １株当たり純資産額 911.75円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額 60.63円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
60.62円

１株当たり四半期純利益金額 34.48円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
34.47円

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  2,775,424  1,557,000

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  2,775,424  1,557,000

期中平均株式数（千株）  45,774  45,162

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  11  11

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

―――――― ―――――― 



（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 33.82円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
33.81円

１株当たり四半期純利益金額 12.44円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
12.44円

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  1,534,119  561,797

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  1,534,119  561,797

期中平均株式数（千株）  45,363  45,162

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  11  11

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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