
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24年10月１日から

平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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 16,697,980 21,304,737

受取手形及び売掛金 7,866,662 6,638,335

有価証券 1,001,340 －

商品及び製品 19,971 41,372

原材料及び貯蔵品 3,603 5,002

その他 812,799 2,156,175

貸倒引当金 △18,866 △15,914

流動資産合計 26,383,491 30,129,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,930,191 3,906,978

土地 5,031,002 5,030,508

その他（純額） 316,406 273,134

有形固定資産合計 9,277,600 9,210,622

無形固定資産   

その他 225,484 259,480

無形固定資産合計 225,484 259,480

投資その他の資産   

投資有価証券 5,756,025 3,517,471

その他 3,732,656 3,674,762

貸倒引当金 △17,155 △11,601

投資その他の資産合計 9,471,527 7,180,632

固定資産合計 18,974,612 16,650,734

資産合計 45,358,103 46,780,443

負債の部   

流動負債   

買掛金 533,560 646,104

1年内返済予定の長期借入金 332,000 332,000

未払法人税等 651,356 550,764

賞与引当金 531,158 42,901

役員賞与引当金 39,300 42,750

株主優待引当金 44,547 68,220

受注損失引当金 23,737 －

その他 1,719,471 2,288,182

流動負債合計 3,875,130 3,970,923

固定負債   

長期借入金 502,000 170,000

退職給付引当金 1,060,696 1,487,418

その他 57,861 55,920

固定負債合計 1,620,558 1,713,338

負債合計 5,495,688 5,684,262



（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) 

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 34,938,710 35,726,717

自己株式 △6,560,339 △6,291,901

株主資本合計 42,476,420 43,532,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △367,376 △242,944

土地再評価差額金 △2,329,768 △2,329,768

為替換算調整勘定 △171,882 △141,645

その他の包括利益累計額合計 △2,869,026 △2,714,358

新株予約権 2,102 4,467

少数株主持分 252,918 273,206

純資産合計 39,862,414 41,096,181

負債純資産合計 45,358,103 46,780,443



（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 25,179,882 27,039,544

売上原価 21,021,844 21,524,673

売上総利益 4,158,037 5,514,871

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 885,527 952,785

賞与引当金繰入額 11,210 12,130

役員賞与引当金繰入額 42,510 42,750

福利厚生費 153,390 219,444

賃借料 245,959 243,445

減価償却費 43,343 59,079

研究開発費 145,636 107,640

株主優待引当金繰入額 26,252 27,685

その他 506,707 567,405

販売費及び一般管理費合計 2,060,535 2,232,367

営業利益 2,097,501 3,282,503

営業外収益   

受取利息 74,381 36,742

受取配当金 83,465 85,252

助成金収入 86,639 －

その他 24,155 49,875

営業外収益合計 268,641 171,870

営業外費用   

支払利息 22 －

支払手数料 8,000 －

支払補償費 － 61,492

その他 9,756 7,312

営業外費用合計 17,779 68,804

経常利益 2,348,364 3,385,569

特別利益   

投資有価証券売却益 9,489 131,197

その他 709 50

特別利益合計 10,198 131,248

特別損失   

段階取得に係る差損 44,089 －

投資有価証券売却損 7,000 77,215

投資有価証券評価損 51,210 58,860

早期割増退職金等 120,291 227,353

減損損失 1,371 494

その他 14,474 7,600

特別損失合計 238,436 371,524

税金等調整前四半期純利益 2,120,125 3,145,293

法人税等 989,825 1,257,965

少数株主損益調整前四半期純利益 1,130,300 1,887,328

少数株主利益 18,633 35,579

四半期純利益 1,111,666 1,851,749



【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 1,130,300 1,887,328

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △401,570 124,431

為替換算調整勘定 △16,882 30,237

その他の包括利益合計 △418,453 154,668

四半期包括利益 711,846 2,041,997

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 693,213 2,006,417

少数株主に係る四半期包括利益 18,633 35,579



(1）連結の範囲の重要な変更 

第１四半期連結会計期間において、NSD International,Inc.（米国現地法人）を、また、当第３四半期連結会

計期間において、北京仁本新動科技有限公司（中国現地法人）を新たに設立し、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。 

  

（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。 

この変更による当第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。 

  

（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に法人税率の引下げ及び復興特別法人税を

加味して計算をしております。 

  

（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。 

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【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】

【追加情報】

385,400 331,977



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。 

  

Ⅱ 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） 

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） 

減価償却費 千円 263,968 千円 265,495

のれんの償却額  5  －

（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

  
（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24年５月10日 
取締役会 

普通株式  1,045,089  25 平成24年３月31日 平成24年６月６日 利益剰余金 

17,392



Ⅰ 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） 

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 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 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24年４月１日 至平成24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 千円には、セグメント間取引消去 千円、全社費用 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  23,674,519  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

179 292 △112

  

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  25,702,039  1,019,054  318,450  27,039,544  －  27,039,544

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,237  319,534  16,977  337,748  △337,748  －

計  25,703,276  1,338,588  335,427  27,377,293  △337,748  27,039,544

セグメント利益  3,195,541  34,657  78,903  3,309,102  △26,599  3,282,503

△26,599 292 △26,891



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）「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。 

  

（１株当たり情報）

  
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） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 25 80 円09銭 44

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  1,111,666  1,851,749

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）  1,111,666  1,851,749

普通株式の期中平均株式数（千株）  43,088  41,998

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 25 79 円08銭 44

（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  10

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)

─────── 



  

（連結子会社の解散） 

当社は、平成25年１月31日開催の取締役会において、連結子会社である米国法人の NSD AMERICA INC. を解散

することについて決議いたしました。 

１．解散の理由 

平成13年３月、当社の米国現地法人として、 新技術やソリューションの発掘を目的とし、米国カリフォル

ニア州に NSD AMERICA INC. を設立いたしました。その後、新たに平成24年５月に米国東海岸に集積する日系

企業の需要に応えるため、当社グローバル事業の北米の中核拠点として NSD INTERNATIONAL,INC. を設立いた

しました。 

今後当社の北米事業の効率的な運営を図るため、同事業を NSD INTERNATIONAL,INC. に一本化すべく、NSD 

AMERICA INC. の解散を決議いたしました。 

２．解散する子会社の概要 

３．解散の日程 

４．当該解散に伴う損益に与える影響 

当該連結子会社の解散に伴う損益への影響額につきましては、現在算定中であります。 

５．当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

当該解散が営業活動等へ及ぼす重要な影響はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

（１）名称 NSD AMERICA INC. 

（２）所在地 1818 Gilbreth Road,Suite 145, Burlingame, CA94010, U.S.A 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 戸村 敦雄（当社常務取締役） 

（４）事業内容 

  

調査・研究、システムインテグレーション、 

プロダクトソリューション 

（５）資本金 550万米ドル 

（６）設立年月 平成13年３月 

（７）株主及び持ち株比率 当社100％ 

平成25年１月31日 当社取締役会決議 

平成25年２月 NSD AMERICA INC. 臨時株主総会（予定） 

平成25年３月 NSD AMERICA INC. 解散（予定） 

２【その他】
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