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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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3月期第1四半期 9,916 19.9 △48 ― △96 ― △46 ―
23年3月期第1四半期 8,272 16.9 165 ― △111 ― △109 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 88百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △168百万円 （―％）

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1四半期 △0.64 ―
23年3月期第1四半期 △1.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 43,537 11,499 25.3
23年3月期 56,786 11,990 20.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,018百万円 23年3月期  11,499百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 20,200 10.1 1,060 12.3 780 20.9 380 21.9 5.26
通期 46,000 5.4 3,700 10.6 3,100 11.0 1,700 △9.7 23.51



(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、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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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）2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。 

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1Q 73,851,334 株 23年3月期 73,851,334 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,549,417 株 23年3月期 1,546,323 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 72,304,097 株 23年3月期1Q 72,330,653 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日：以下「当累計期間」）の当社

グループは、営業面では、国内部門における公共の衛星分野や民間の受注および海外部門の受注が順調

に推移したことで総受注高は増加しました。技術面においては、昨年度より配備したモービルマッピン

グシステム（MMS）を運用し、地理空間情報の収集体制の強化などを実施しています。生産体制におい

ては引き続き作業工程の見直しや品質向上に努め、利益体質の強化に取り組んでいます。また、東日本

大震災の発生直後より復旧・復興のお役に立てるよう、速やかに支援体制を敷き、 先端の技術と豊富

な経験を活用して被災地域の情報を迅速に把握し、関係各所に提供いたしました。 

 国内部門における当累計期間の受注高は、前年同期比9.0％増の16,495百万円、受注残高は20,946百

万円となりました。海外部門においてはアフリカ諸国を対象とした、JICAプロジェクトの受注などによ

り、前年同期比63.4％増の1,505百万円、受注残高は6,443百万円となりました。総受注高は前年同期比

12.2％増の18,000百万円、総受注残高は27,389百万円となりました。当累計期間の売上高は、前期にグ

ループ入りした連結子会社の寄与もあり、前年同期比19.9％増の9,916百万円となりました。 

 利益面につきましては、国内民間部門において生産性が向上し、原価率が改善しましたが、国内公共

部門では技術力強化のための経費や東日本大震災後の対応費用を支出したことなどから、原価率は上昇

しました。また海外部門においても、作業進捗の遅れなどもあって原価率が上昇したため、総売上原価

率は前年同期より3.5ポイント上昇しました。その結果、営業損益は48百万円の損失（前年同期165百万

円の利益）となりました。経常損益は、為替差損が前年同期の210百万円から48百万円に減少したこと

などから、前年同期より15百万円改善し96百万円の損失（前年同期111百万円の損失）となりました。

四半期純損益は、「法人税、住民税及び事業税」が前年同期より24百万円増加した一方で、法人税等調

整額に89百万円を計上した結果、前年同期比で63百万円改善し46百万円の純損失（前年同期109百万円

の純損失）となりました。 

 なお、主要顧客である官公庁への納品が３月末に集中することから、当社の収益は期末へ向けて増加

する傾向にあります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は43,537百万円となり、前連結会計年度末（以下「前

期末」）より13,249百万円減少いたしました。その主な要因は当第１四半期連結会計期間に前期末営業

債権の多くが回収されたことから「受取手形及び売掛金」が前期末より14,666百万円減少したことによ

ります。 

 負債合計は前期末比12,758百万円減少し、32,037百万円となりました。その主な要因は上記の債権の

回収資金で借入金を返済したことにより「短期借入金」が11,497百万円減少し、さらに、「支払手形及

び買掛金」1,474百万円や流動負債の「その他」に含まれる未払金（確定拠出年金制度への移換額）が

329百万円減少したことによります。 

 純資産合計は前期末より490百万円減少し、11,499百万円となりました。その主な要因は、「為替換

算調整勘定」が203百万円増加しましたが四半期純損益が損失になったことや剰余金の配当により「利

益剰余金」が624百万円減少したことによります。 

  

当第１四半期連結累計期間の総受注残高は前期比12.0%増の27,389百万円となっており、平成23年5月

10日に公表しております通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

２． サマリー情報（その他）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

㈱パスコ  (9232) 平成24年３月期　第１四半期決算短信

－ 3 －



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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,676,224 8,682,480

受取手形及び売掛金 26,615,731 11,948,968

仕掛品 740,441 494,556

その他のたな卸資産 48,919 71,259

その他 2,751,861 2,979,729

貸倒引当金 △390,286 △353,116

流動資産合計 37,442,892 23,823,879

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,498,511 5,552,213

減価償却累計額 △2,375,982 △2,418,967

建物及び構築物（純額） 3,122,529 3,133,245

その他 7,678,897 8,178,115

減価償却累計額 △4,271,388 △4,454,620

その他（純額） 3,407,509 3,723,494

土地 6,267,617 6,238,044

リース資産 502,417 528,504

減価償却累計額 △250,279 △290,642

リース資産（純額） 252,137 237,862

建設仮勘定 619,381 618,570

有形固定資産合計 13,669,175 13,951,216

無形固定資産   

のれん 477,771 489,917

その他 2,537,510 2,693,160

無形固定資産合計 3,015,282 3,183,078

投資その他の資産   

投資有価証券 983,568 959,960

破産更生債権等 335,733 323,364

その他 1,802,597 1,751,717

貸倒引当金 △462,618 △455,878

投資その他の資産合計 2,659,281 2,579,163

固定資産合計 19,343,739 19,713,458

資産合計 56,786,631 43,537,338
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,482,058 2,007,808

短期借入金 15,251,268 3,754,110

リース債務 126,687 132,608

未払法人税等 293,201 132,941

賞与引当金 396,512 804,207

役員賞与引当金 12,000 －

工事損失引当金 97,612 190,983

その他 5,212,716 5,084,324

流動負債合計 24,872,057 12,106,984

固定負債   

長期借入金 18,122,224 18,169,154

リース債務 141,297 116,665

退職給付引当金 1,260,165 1,226,724

その他 400,782 418,036

固定負債合計 19,924,469 19,930,581

負債合計 44,796,526 32,037,565

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,758,481 8,758,481

資本剰余金 388,546 388,546

利益剰余金 3,260,290 2,635,831

自己株式 △489,515 △490,403

株主資本合計 11,917,802 11,292,456

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △50,385 △109,271

繰延ヘッジ損益 △8,076 △7,996

為替換算調整勘定 △359,857 △156,754

その他の包括利益累計額合計 △418,319 △274,022

少数株主持分 490,621 481,337

純資産合計 11,990,104 11,499,772

負債純資産合計 56,786,631 43,537,338
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,272,596 9,916,991

売上原価 6,235,539 7,822,155

売上総利益 2,037,056 2,094,835

販売費及び一般管理費 1,871,408 2,142,996

営業利益又は営業損失（△） 165,648 △48,160

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,186 11,604

受取賃貸料 28,084 28,039

貸倒引当金戻入額 － 46,143

雑収入 45,214 34,422

営業外収益合計 84,484 120,209

営業外費用   

支払利息 78,596 63,815

支払手数料 2,092 1,235

賃貸費用 28,872 20,898

持分法による投資損失 4,659 －

為替差損 210,782 48,425

雑支出 36,449 33,935

営業外費用合計 361,452 168,310

経常損失（△） △111,319 △96,262

特別利益   

固定資産売却益 12 118

貸倒引当金戻入額 75,725 －

その他 2,303 －

特別利益合計 78,041 118

特別損失   

固定資産除売却損 4,007 13,092

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64,931 －

その他 3,640 －

特別損失合計 72,579 13,092

税金等調整前四半期純損失（△） △105,857 △109,236

法人税、住民税及び事業税 41,168 65,780

法人税等調整額 △14,342 △89,212

法人税等合計 26,825 △23,432

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △132,683 △85,803

少数株主損失（△） △23,543 △39,785

四半期純損失（△） △109,139 △46,018
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △132,683 △85,803

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56,553 △58,885

繰延ヘッジ損益 △353 80

為替換算調整勘定 20,214 233,605

持分法適用会社に対する持分相当額 696 △131

その他の包括利益合計 △35,996 174,668

四半期包括利益 △168,679 88,864

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △276,418 98,147

少数株主に係る四半期包括利益 107,738 △9,283
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該当事項はありません。 

  

平成23年６月23日の定時株主総会において、配当を決議し利益剰余金の処分により配当に充てており

ます。 

  利益剰余金の減少額 578,440千円 

  (連結子会社保有の自己株式に係る配当金控除後の金額) 

  

従来より成果の確実性が認められる請負業務について工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を適用し、その他は工事完成基準を適用しております。一部の子会社については、工事完成基準

を採用しておりましたが、進捗部分について成果の確実性が認められる請負業務については、当第１四

半期連結会計期間より工事進行基準を適用しております。 

 この結果、従来の方法に比べて売上高が243,036千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失が78,028千円減少しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(5) 追加情報
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当第１四半期連結会計期間における地理空間情報サービス事業の受注高、売上高の状況をセグメントご

とに示すと下記のとおりであります。 

 なお、当社グループの売上高は、納品が年度末に集中する官公需の特殊性により第４四半期連結会計期

間に完成する業務の割合が大きい季節変動があります。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）               

   
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）               
  

   
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４． 補足情報

(1) 連結の受注及び販売の状況

（単位：百万円／前年同期比：％）

前連結会計年度末
受注残高

受注高
前年 

同期比
売上高

前年 
同期比

当四半期連結会計
期間末受注残高

前年 
同期比

国内部門 12,789 15,128 17.4 7,581 13.8 20,337 0.8

 公共 9,763 14,024 17.3 6,564 16.5 17,223 2.9

 民間 3,025 1,104 18.8 1,016 △1.3 3,113 △9.5

海外部門 3,893 921 △41.5 691 66.0 4,123 39.2

合計 16,683 16,049 11.0 8,272 16.9 24,460 5.7

（単位：百万円／前年同期比：％）

前連結会計年度末
受注残高

受注高
前年 

同期比
売上高

前年 
同期比

当四半期連結会計
期間末受注残高

前年 
同期比

国内部門 12,922 16,495 9.0 8,471 11.7 20,946 3.0

 公共 9,858 14,925 6.4 7,351 12.0 17,433 1.2

 民間 3,063 1,569 42.1 1,119 10.2 3,513 12.8

海外部門 6,383 1,505 63.4 1,445 109.1 6,443 56.3

合計 19,306 18,000 12.2 9,916 19.9 27,389 12.0
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