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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6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9月期第3四半期 10,752 33.4 882 ― 902 ― 397 ―
23年9月期第3四半期 8,062 5.9 31 △95.5 70 △90.4 △40 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 381百万円 （―％） 23年9月期第3四半期 △12百万円 （―％）

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9月期第3四半期 177.03 176.44
23年9月期第3四半期 △18.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 12,011 8,425 70.1
23年9月期 10,995 8,178 74.4
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  8,425百万円 23年9月期  8,178百万円

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9月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 70.00 70.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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   

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 15,092 19.2 1,235 80.4 1,266 68.9 649 85.9 289.53



(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レビュー手続の対象外であります。なお、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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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 
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件
及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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9月期3Q 2,243,600 株 23年9月期 2,243,600 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 278 株 23年9月期 213 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 2,243,350 株 23年9月期3Q 2,243,507 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災発生以来、原子力災害の影響などに

より厳しい状況が続くなか、緩やかに回復してまいりました。先行きについては、復興需要等を背景と

して、景気回復の動きは確かなものとなることが予想されます。ただし、欧州の政府債務危機をめぐる

不確実性が高まっており、これらを背景とする金融資本市場の変動や、海外景気の下振れ等によって、

わが国の景気が下押しされるリスクが存在しております。また、電力供給の制約やデフレの影響につい

ても、注意が必要な状況となっております。 

このような経済環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は、10,752百万円(前年同期間比

2,689百万円増、同33.4％増)、営業利益は882百万円(前年同期間比850百万円増、同2,720.0％増)、経

常利益は902百万円(前年同期間比832百万円増、同1,188.2％増)、四半期純利益は397百万円(前年同期

間は四半期純損失40百万円)となりました。 

これをセグメント別に見ますと、次のとおりであります。 

  

(マーケティング事業)  

インターナル・マーケティングは、前年同期間において売上の大きかった業務効率化支援システム

関連業務での減少があったものの、国内外における自動車の商品教育案件などの増加、さらには丸星

株式会社の自動車業界向け教育案件の増加があり、売上高は1,224百万円(前年同期間比36百万円増、

同3.1％増)となりました。 

エクスターナル・マーケティングは、精密機器関連分野における販売促進案件での減少が見られた

ものの、自動車の商品訴求映像制作や金融関連分野における販売促進支援施策の案件増加が見られ、

売上高は691百万円(前年同期間比120百万円増、同21.2％増)となりました。 

カスタマーサポート・マーケティングは、自動車向けの修理書を中心として、使用説明書、解説書

などの企画・編集・制作業務の増加が大きかったこと、さらには丸星株式会社の寄与もあり、売上高

は6,075百万円(前年同期間比1,941百万円増、同47.0％増)となりました。 

トータルプリンティングは、自動車関連分野における使用説明書及び修理書・解説書の印刷の増加

があり、売上高は1,218百万円(前年同期間比217百万円増、同21.7％増)となりました。 

その他については、コンビニエンスストア売上に加え、丸星株式会社の業務委託等の売上があり、

売上高は335百万円(前年同期間比189百万円増、同129.2％増)となりました。 

これらの結果、マーケティング事業の売上高は9,545百万円(前年同期間比2,505百万円増、同

35.6％増)、営業利益は1,020百万円(前年同期間比916百万円増、同878.5％増)となりました。 

  

(システム開発事業) 

ソフトウエア受託開発を主力とするシステム開発事業は、主要なお取引先からの受注案件の増加に

ともない、売上高は1,206百万円(前年同期間比183百万円増、同18.0％増)となりました。営業損失は

５百万円(前年同期間は営業利益18百万円)となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

(１)連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より1,015百万円増加し、12,011百

万円(前連結会計年度末比9.2％増)となりました。これは主として、受取手形及び売掛金の減少が778

百万円あったものの、現金及び預金の増加1,329百万円、たな卸資産の増加256百万円によるものであ

ります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末より768百万円増加し、3,585百万円

(前連結会計年度末比27.3％増)となりました。これは主として、賞与引当金の減少が187百万円あっ

たものの、流動負債のその他の増加675百万円によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末より246百万円増加し、8,425百万

円(前連結会計年度末比3.0％増)となりました。これは主として、利益剰余金の増加262百万円による

ものであります。 

  

  

連結業績予想につきましては、平成23年11月７日付の「平成23年９月期決算短信」にて発表しました

業績予想の変更はありません。 

  

  

(２)連結財政状態に関する定性的情報

①資産の部

②負債の部

③純資産の部

(３)連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

(「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。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(１)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(４)追加情報
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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９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,162,443 3,491,810

受取手形及び売掛金 2,619,656 1,841,103

たな卸資産 774,169 1,031,047

その他 373,646 436,552

貸倒引当金 △3,221 △2,227

流動資産合計 5,926,694 6,798,287

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 550,405 521,769

機械装置及び運搬具（純額） 277,045 425,994

土地 1,827,880 1,790,655

その他（純額） 93,501 85,250

有形固定資産合計 2,748,833 2,823,670

無形固定資産   

のれん 1,145,195 1,007,771

その他 141,215 335,459

無形固定資産合計 1,286,410 1,343,231

投資その他の資産   

その他 1,044,329 1,056,933

貸倒引当金 △10,905 △10,905

投資その他の資産合計 1,033,424 1,046,028

固定資産合計 5,068,668 5,212,930

資産合計 10,995,363 12,011,217

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 883,915 967,393

未払法人税等 202,906 312,645

賞与引当金 433,883 246,553

役員賞与引当金 75,300 85,494

その他 365,666 1,041,324

流動負債合計 1,961,671 2,653,410

固定負債   

退職給付引当金 618,394 675,227

役員退職慰労引当金 228,316 252,483

その他 8,568 4,754

固定負債合計 855,279 932,465

負債合計 2,816,950 3,585,876
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 529,770 529,770

資本剰余金 443,430 443,430

利益剰余金 7,169,698 7,432,227

自己株式 △377 △488

株主資本合計 8,142,521 8,404,939

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,466 20,280

為替換算調整勘定 24,424 120

その他の包括利益累計額合計 35,891 20,401

純資産合計 8,178,412 8,425,341

負債純資産合計 10,995,363 12,011,217
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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10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 8,062,865 10,752,232

売上原価 5,960,303 7,400,080

売上総利益 2,102,561 3,352,152

販売費及び一般管理費 2,071,279 2,470,002

営業利益 31,281 882,149

営業外収益   

受取利息 640 1,582

受取配当金 2,979 1,247

受取保険金 3,083 3,191

作業くず売却益 11,001 11,699

補助金収入 11,176 4,545

為替差益 11,086 －

その他 5,203 5,049

営業外収益合計 45,170 27,315

営業外費用   

支払利息 6,252 434

為替差損 － 4,467

保険解約損 7 1,380

その他 97 226

営業外費用合計 6,358 6,509

経常利益 70,093 902,955

特別利益   

固定資産売却益 － 9,256

貸倒引当金戻入額 4,826 －

その他 － 35

特別利益合計 4,826 9,291

特別損失   

固定資産除却損 11,427 －

固定資産売却損 15,982 144

減損損失 － 7,352

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,330 －

投資有価証券評価損 － 1,827

特別損失合計 29,739 9,324

税金等調整前四半期純利益 45,180 902,922

法人税、住民税及び事業税 259,922 564,266

法人税等調整額 △173,780 △58,476

法人税等合計 86,141 505,790

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△40,960 397,132

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,960 397,132
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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10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△40,960 397,132

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,560 8,814

為替換算調整勘定 23,535 △24,304

その他の包括利益合計 28,096 △15,490

四半期包括利益 △12,864 381,642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12,864 381,642

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間(自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30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 

 
(注)１ セグメント利益の調整額△91,822千円には、セグメント間取引消去△206千円、のれんの償却額 

△91,615千円が含まれております。 

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 

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)セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

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マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,040,281 1,022,583 8,062,865 ─ 8,062,865

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

19,543 29,018 48,561 △48,561 ─

計 7,059,825 1,051,601 8,111,426 △48,561 8,062,865

セグメント利益 104,286 18,817 123,103 △91,822 31,281
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30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 

 
(注)１ セグメント利益または損失の調整額△132,924千円には、セグメント間取引消去4,498千円、のれんの償却額 

△137,423千円が含まれております。 

２ セグメント利益または損失は、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 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

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マーケティング
事業

システム開発
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 9,545,824 1,206,408 10,752,232 ─ 10,752,232

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

7,796 13,716 21,513 △21,513 ─

計 9,553,620 1,220,125 10,773,745 △21,513 10,752,232

セグメント利益または損失
(△)

1,020,484 △5,410 1,015,074 △132,924 882,149

(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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