
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）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、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日か

ら平成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表について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。 

  

第４【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）

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 16,527,980 16,860,077

受取手形及び売掛金 7,612,410 6,633,122

商品及び製品 24,911 133,341

仕掛品 － 157,846

原材料及び貯蔵品 4,455 6,882

その他 660,530 815,232

貸倒引当金 △17,031 △15,288

流動資産合計 24,813,257 24,591,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,083,336 3,968,817

土地 5,061,875 5,060,504

その他（純額） 307,645 300,323

有形固定資産合計 9,452,857 9,329,645

無形固定資産   

その他 193,430 235,676

無形固定資産合計 193,430 235,676

投資その他の資産   

投資有価証券 6,756,687 6,102,392

その他 3,915,916 4,000,808

貸倒引当金 △8,458 △12,553

投資その他の資産合計 10,664,145 10,090,647

固定資産合計 20,310,434 19,655,969

資産合計 45,123,691 44,247,183

負債の部   

流動負債   

買掛金 453,404 560,112

1年内返済予定の長期借入金 166,000 332,000

未払法人税等 302,269 203,377

賞与引当金 516,890 44,276

役員賞与引当金 44,300 42,510

株主優待引当金 40,874 63,011

受注損失引当金 51,872 67,385

製品保証引当金 － 48,847

その他 1,091,155 1,825,931

流動負債合計 2,666,766 3,187,452

固定負債   

長期借入金 834,000 502,000

退職給付引当金 744,068 899,257

その他 62,657 57,710

固定負債合計 1,640,726 1,458,967

負債合計 4,307,493 4,646,420



（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) 

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 37,493,485 37,340,613

自己株式 △8,137,426 △8,801,963

株主資本合計 43,454,108 42,636,700

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △354,355 △755,926

土地再評価差額金 △2,329,768 △2,329,768

為替換算調整勘定 △168,886 △185,769

その他の包括利益累計額合計 △2,853,010 △3,271,464

新株予約権 － 1,313

少数株主持分 215,100 234,213

純資産合計 40,816,198 39,600,763

負債純資産合計 45,123,691 44,247,183



（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 25,019,585 25,179,882

売上原価 20,362,245 21,021,844

売上総利益 4,657,340 4,158,037

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 801,693 885,527

賞与引当金繰入額 7,808 11,210

役員賞与引当金繰入額 47,300 42,510

福利厚生費 164,391 153,390

賃借料 337,313 245,959

減価償却費 46,730 43,343

研究開発費 17,031 145,636

株主優待引当金繰入額 23,713 26,252

その他 632,052 506,707

販売費及び一般管理費合計 2,078,035 2,060,535

営業利益 2,579,304 2,097,501

営業外収益   

受取利息 59,401 74,381

受取配当金 72,710 83,465

有価証券受贈益 42,018 －

助成金収入 － 86,639

その他 24,693 24,155

営業外収益合計 198,824 268,641

営業外費用   

支払利息 46 22

為替差損 13,222 5,886

支払手数料 － 8,000

和解金 9,000 －

その他 5,686 3,870

営業外費用合計 27,955 17,779

経常利益 2,750,173 2,348,364

特別利益   

投資有価証券売却益 31,688 9,489

貸倒引当金戻入益 14,684 －

その他 2,236 709

特別利益合計 48,608 10,198

特別損失   

段階取得に係る差損 － 44,089

投資有価証券評価損 20,823 51,210

早期割増退職金等 － 120,291

減損損失 7,856 1,371

その他 3,636 21,474

特別損失合計 32,316 238,436

税金等調整前四半期純利益 2,766,465 2,120,125



（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) 

法人税等 1,189,678 989,825

少数株主損益調整前四半期純利益 1,576,787 1,130,300

少数株主利益 19,787 18,633

四半期純利益 1,557,000 1,111,666



【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 1,576,787 1,130,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △260,239 △401,570

為替換算調整勘定 △36,829 △16,882

その他の包括利益合計 △297,068 △418,453

四半期包括利益 1,279,718 711,846

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,259,931 693,213

少数株主に係る四半期包括利益 19,787 18,633



  

  

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

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） 

(1）連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結累計期間より、株式会社ＮＳＤテプソルを子会社化し、連結の範囲に含めております。 

  

(2）持分法適用の範囲の重要な変更 

該当事項はありません。 

【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23年４月１日 
至 平成23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。 

また、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計

算をしております。 

【追加情報】

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） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（従業員持株ESOP信託に関する会計処理について） 

当社は、当社グループ従業員に対する福利厚生制度の拡充を主な目的として、「従業員持株ESOP信託」制度を導

入しております。 

当該制度は、当社が従業員持株会に加入する当社グループ従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする

信託（以下「当該信託口」という。）を設定し、当該信託口は３年間にわたり持株信託口が取得すると見込まれる

数の当社株式を、予め定める取得可能期間内に取得し、その後、当該信託口から持株会に対し、当社株式の売却を

行うものであります。 

当該信託口に関しては、信託期間満了時に信託収益がある場合には受益者たる持株会の会員等に金銭が分配され

る他益信託という法的形式及び契約を重視し、当該信託口で所有する当社株式の処分損益については第三者に帰属

する取引として処理しておりますが、当該信託口の借入により負担する一切の債務について当社が保証しているこ

とから、当該信託口が所有する当社株式や当該信託口の資産及び負債については、自己の取引とみなして連結財務

諸表に含めて計上しております。 

なお、信託期間満了時点で当該信託口に当社株価の下落による株式売却損相当額が累積し、当該相当額の借入残

債がある場合は、従業員持株ESOP信託契約に基づき当社が当該借入残債を負担することから、これに伴う費用が当

社において発生します。 

当第３四半期連結会計期間末において当該信託口が所有する当社株式の数及び金額は 株、 千円で

あります。 

793,500 683,509



当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（の

れんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 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） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 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） 

配当金支払額 

（注）配当金の総額には、従業員持株ESOP信託口に対する配当金 千円は含めておりません。 

  

【注記事項】

（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） 

減価償却費 216,125千円 

のれんの償却額 29,334千円 

減価償却費 263,968千円 

のれんの償却額 ５千円 

（株主資本等関係）

  
（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 

  
（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23年５月11日 

取締役会 
普通株式  1,232,106  28 平成23年３月31日 平成23年６月７日 利益剰余金 

32,432



Ⅰ 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） 

１．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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額171千円には、セグメント間取引消去292千円、全社費用△120千円が含まれており

ます。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。 

  

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．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 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額179千円には、セグメント間取引消去292千円、全社費用△112千円が含まれており

ます。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。 

  

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【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

  

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  23,674,519  1,172,876  332,486  25,179,882  －  25,179,882

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  257,055  21,924  278,979  △278,979  －

計  23,674,519  1,429,931  354,411  25,458,862  △278,979  25,179,882

セグメント利益  1,975,094  21,469  100,758  2,097,322  179  2,097,501



１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

（注）当第３四半期連結累計期間の「１株当たり四半期純利益金額」の算定にあたっては、従業員持株ESOP信託口が所

有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しているため、「普通株式の期中平均株式数」から

当該株式数を控除しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
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） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 34 48 円 銭 25 80

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  1,557,000  1,111,666

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金額（千円）  1,557,000  1,111,666

普通株式の期中平均株式数（千株）  45,162  43,088

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 34 47 円 銭 25 79

（算定上の基礎）     

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 

─────── 新株予約権方式によるストッ

ク・オプション 

(平成23年７月15日決議 670個)

（重要な後発事象）

２【その他】
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