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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） 

（注）平成23年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載
しておりません。 

(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 334 ― △38 ― △34 ― △35 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △36百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 ―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 △7.77 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

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 2,079 1,098 52.8
23年3月期 2,129 1,149 53.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,096百万円 23年3月期  1,147百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 700 ― △50 ― △50 ― △50 ― △10.85

通期 1,650 17.3 50 ― 60 ― 50 ― 10.85



(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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そのご利用にあたっての注意事項等については、(添付資料)Ｐ．２
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 4,699,600 株 23年3月期 4,699,600 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 92,556 株 23年3月期 92,556 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,607,044 株 23年3月期1Q 4,505,615 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 東日本大震災の復旧と復興に向けて官民が力を合わせた施策が始まる中、当第１四半期連結累計期間における国

内経済は自動車産業を筆頭に国内生産力の回復に向けた動きが活発になり、震災の爪痕を払拭する懸命な努力か

ら、震災前の状況を少しずつ取り戻しつつあります。当社グループの主たる販売市場であります測量市場において

は、被災地の復旧関連の調査業務に多忙を極めながら、設備投資に係る検討を慎重に進める状況にあります。この

ような状況の中で当社グループは、被災地の復旧助成を目的にモービルマッピングシステムの計測業務を行政機関

へ提案を進めるとともに、主力製品「WingNeo INFINITY（ウィングネオ インフィニティ）」を中心にお客様に向

けて積極的な同製品へのアップグレードを推進する販売活動を展開して参りました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は334百万円となり、営業損失は38百万円、四半期純損

失は35百万円となりました。 

 セグメント別には、次のとおりであります。  

①測量土木関連システム事業 

 当社製品を使用いただくお客様に向けた新製品「WingNeo INFINITY」へのバージョンアップの提案活動を強化

すると共に、WingNeoシリーズの最高峰と位置付ける「WingNeo 3D Advance」の利活用提案を積極的に展開して

まいりました。また、三次元地図計測ビジネスに係る需要喚起に向けた技術セミナーを全国で開催することでモ

ービルマッピングシステムの技術優位性を訴求してまいりました。  

 以上の結果から、測量土木関連システム事業の売上高は331百万円となりました。 

②不動産賃貸事業 

 本社ビルのテナント賃貸収入により、売上高は２百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、2,079百万円となりました。このうち流動資産は1,162百万円と

なり、主な内訳として現金及び預金が775百万円です。また固定資産は916百万円となり、主な内訳として有形固定

資産が632百万円です。 

（負債） 

 負債合計は980百万円となりました。このうち流動負債は610百万円となりました。  

（純資産） 

 純資産合計は1,098百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

 当第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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 738,879 775,836

受取手形及び売掛金 399,377 299,044

商品及び製品 49,711 42,913

仕掛品 1,008 811

繰延税金資産 789 773

その他 21,377 44,271

貸倒引当金 △2,619 △838

流動資産合計 1,208,526 1,162,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 278,363 279,188

減価償却累計額 △87,101 △88,808

建物及び構築物（純額） 191,261 190,380

土地 341,789 341,789

リース資産 143,996 143,996

減価償却累計額 △44,421 △51,666

リース資産（純額） 99,575 92,330

その他 31,923 34,201

減価償却累計額 △26,078 △26,687

その他（純額） 5,845 7,513

有形固定資産合計 638,473 632,014

無形固定資産   

リース資産 6,564 6,104

その他 115,103 117,503

無形固定資産合計 121,668 123,607

投資その他の資産   

投資有価証券 14,079 13,400

その他 147,446 147,808

貸倒引当金 △330 △330

投資その他の資産合計 161,195 160,877

固定資産合計 921,336 916,499

資産合計 2,129,862 2,079,311
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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 131,310 86,602

短期借入金 － 112,500

リース債務 31,594 31,928

前受金 173,167 200,847

未払法人税等 5,132 3,046

賞与引当金 27,684 20,967

その他 228,056 154,402

流動負債合計 596,946 610,296

固定負債   

社債 160,000 160,000

リース債務 83,624 75,519

退職給付引当金 103,244 105,384

繰延税金負債 178 145

その他 36,345 28,997

固定負債合計 383,393 370,045

負債合計 980,339 980,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,840 520,840

資本剰余金 559,863 559,863

利益剰余金 80,081 30,452

自己株式 △12,349 △12,349

株主資本合計 1,148,435 1,098,806

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,315 △1,961

その他の包括利益累計額合計 △1,315 △1,961

少数株主持分 2,402 2,124

純資産合計 1,149,523 1,098,969

負債純資産合計 2,129,862 2,079,311
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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）

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 334,175

売上原価 143,534

売上総利益 190,640

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 84,779

退職給付費用 3,688

その他 140,307

販売費及び一般管理費合計 228,775

営業損失（△） △38,134

営業外収益  

受取利息 358

助成金収入 6,266

その他 239

営業外収益合計 6,864

営業外費用  

支払利息 2,499

その他 314

営業外費用合計 2,814

経常損失（△） △34,084

特別損失  

固定資産除売却損 5

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純損失（△） △34,089

法人税、住民税及び事業税 1,980

法人税等調整額 16

法人税等合計 1,997

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △36,086

少数株主損失（△） △278

四半期純損失（△） △35,808
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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）

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（△） △36,086

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △646

その他の包括利益合計 △646

四半期包括利益 △36,733

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △36,454

少数株主に係る四半期包括利益 △278

アイサンテクノロジー㈱ （4667）　平成24年３月期第１四半期決算短信（連結） 

6



該当事項はありません。 

  

  

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）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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