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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 6,674 △12.7 190 △53.6 197 △52.5 73 △74.3
2022年３月期第３四半期 7,640 20.1 409 55.4 416 49.7 285 268.7

(注) 包括利益 2023年３月期第３四半期 76百万円( △74.0％) 2022年３月期第３四半期 295百万円( 175.8％)
　

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

2023年３月期第３四半期 49.50 －

2022年３月期第３四半期 192.81 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 8,092 5,448 67.3

2022年３月期 8,710 5,568 63.9
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 5,448百万円 2022年３月期 5,568百万円
　

　

２．配当の状況

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

2022年３月期 － 62.50 － 67.50 130.00

2023年３月期 － 65.00 －

2023年３月期(予想) 65.00 130.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 9,608 △9.7 456 △40.3 465 △39.7 260 △50.1 175.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 有
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期３Ｑ 1,480,000株 2022年３月期 1,480,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 386株 2022年３月期 365株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 1,479,635株 2022年３月期３Ｑ 1,479,635株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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業績予想のご利用にあたっての注意事項等については添付資料３ページ「１．当四半期決算に
関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けながらも行動制限の緩和等により、景気は緩やかに持ち直しの動きが見られました。一方でウク

ライナ情勢の長期化による原材料・資源価格の上昇や急激な円安による物価高騰など、依然として先行き不透明な

状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、そのような環境の中でも、AIやIoTなどのデジタル技術

を利用したデジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みが企業を中心に増加する一方で、資源価格の上

昇などによる情報化投資の抑制・延期によるプロジェクトの延伸など影響が出始めております。

このような状況のもと、当社グループは23中期経営計画（2021年度～2023年度）に基づき、主要事業の推進に取

り組みましたが、一部顧客の情報化投資の抑制・延期の影響を受け、その結果、当第３四半期連結累計期間の売上

高は、システム運用・管理等のセグメントで増加しましたが、機器等販売、ソフトウェア開発、システム販売のセ

グメントで減少となり、6,674百万円（前年同期比12.7％減）となりました。損益につきましては売上高の減少及び

不採算案件等により、営業利益190百万円（同53.6％減）、経常利益197百万円（同52.5％減）、特別損失（訴訟関

連損失）の計上も加わり親会社株主に帰属する四半期純利益73百万円（同74.3％減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

①機器等販売

売上高は前期のGIGAスクール構想案件による特需の反動や、顧客の設備投資の抑制・延期の影響などにより減

少し、1,151百万円（前年同期比36.2％減）となりました。セグメント利益は売上高の減少により、74百万円の

利益(同58.9％減)となりました。

②ソフトウェア開発

売上高は前年度から継続中のシステム再構築が終盤に入り規模縮小となったことや、顧客の設備投資の抑制・

延期の影響などにより減少し、997百万円（前年同期比23.5％減）となりました。セグメント利益は売上高の減

少及び不採算案件等により、55百万円の利益(同58.3％減)となりました。

③システム販売

売上高はセンシング事業において顧客の設備投資の回復があり、また子会社において医療システムは堅調に推

移しましたが、農業生産管理システム、生コン協組システム等において前期より減少し、1,870百万円（前年同

期比7.1％減）となりました。セグメント利益は不採算案件等により、109百万円の利益(同28.0％減)となりまし

た。

④システム運用・管理等

売上高はシステム運用支援への要員の増加、データセンタ業務の増加などにより、2,654百万円（前年同期比

5.4％増）となりました。セグメント利益は売上高の増加により、832百万円の利益（同1.0％増）となりまし

た。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.3％減少し、5,121百万円となりました。これは、主に仕掛品が184百

万円増加したものの、現金及び預金が449百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が366百万円減少したことによ

ります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.0％減少し、2,971百万円となりました。これは、主に有形固定資産

その他に含まれている賃貸資産が31百万円増加したものの、有形固定資産その他に含まれるリース資産が42百万

円減少、無形固定資産に含まれるリース資産が40百万円減少、ソフトウェア仮勘定が36百万円減少したことによ

ります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて7.1％減少し、8,092百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.9％減少し、2,167百万円となりました。これは、主に短期借入金が

250百万円増加したものの、買掛金が141百万円、その他に含まれる未払消費税等が246百万円減少、未払法人税等

が188百万円減少、賞与引当金が269百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて15.6％減少し、476百万円となりました。これは、主に固定負債その他

に含まれているリース債務が60百万円減少したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.9％減少し、2,643百万円となりました。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.1％減少し、5,448百万円となりました。これは、主に親会社株主

に帰属する四半期純利益を73百万円計上したものの、株主配当金の支払が196百万円あったことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 2022年12月19日に公表いたしましたとおり、通期連結業績予想を次のとおり修正しております。

2023年3月期通期連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に

帰属する

当期純利益

１株当たり

当期純利益

前回発表予想値（A）

百万円

10,193

百万円

736

百万円

741

百万円

509

円 銭

344.55

今回修正予想値（B）
9,608 456 465 260 175.96

増減額（B-A）
△584 △279 △276 △249 -

増減率（％）
△5.7 △38.0 △37.3 △48.9 -

(ご参考）前期連結実績

（2022年３月期）
10,643 763 771 521 352.35

2023年３月期第３四半期にて特別損失（訴訟関連損失）を計上したことに加え、 第２四半期までに発生してい

た不採算案件について改善に向けて進めていたものの更に納期が遅れる見通しとなったこと、資源高を背景とし

た顧客の大型設備投資が延期となったことにより、収益改善が厳しい状況となりました。

これらの要因から、2023 年３月期の連結業績予想において前回（2022年５月13日）公表した予想から下回るこ

ととなりました。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,203,691 1,754,387

受取手形、売掛金及び契約資産 2,403,447 2,036,885

電子記録債権 143,070 77,425

リース投資資産 438,955 447,251

商品及び製品 56,349 53,880

仕掛品 246,580 430,862

原材料及び貯蔵品 40,810 52,443

その他 116,645 270,374

貸倒引当金 △2,086 △1,847

流動資産合計 5,647,463 5,121,664

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 688,511 682,234

土地 531,977 531,977

その他（純額） 779,052 774,185

有形固定資産合計 1,999,541 1,988,397

無形固定資産 430,801 355,319

投資その他の資産

退職給付に係る資産 179,105 192,362

その他 458,141 439,283

貸倒引当金 △4,286 △4,342

投資その他の資産合計 632,960 627,302

固定資産合計 3,063,304 2,971,019

資産合計 8,710,768 8,092,683

負債の部

流動負債

買掛金 779,383 637,802

短期借入金 - 250,000

未払費用 258,110 285,357

未払法人税等 197,223 8,421

賞与引当金 467,938 198,357

受注損失引当金 42,781 80,010

アフターコスト引当金 44,785 38,791

その他 788,067 668,622

流動負債合計 2,578,290 2,167,362

固定負債

その他 564,121 476,397

固定負債合計 564,121 476,397

負債合計 3,142,411 2,643,760
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 777,875 777,875

資本剰余金 239,946 239,946

利益剰余金 4,499,097 4,376,281

自己株式 △737 △802

株主資本合計 5,516,181 5,393,301

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113,460 105,555

退職給付に係る調整累計額 △61,286 △49,933

その他の包括利益累計額合計 52,174 55,622

純資産合計 5,568,356 5,448,923

負債純資産合計 8,710,768 8,092,683
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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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 7,640,850 6,674,218

売上原価 5,862,580 5,072,368

売上総利益 1,778,270 1,601,850

販売費及び一般管理費 1,368,776 1,411,823

営業利益 409,493 190,026

営業外収益

受取利息 17 18

受取配当金 4,995 4,901

受取手数料 1,371 1,359

受取保険料 602 650

補助金収入 2,042 4,083

その他 1,312 1,523

営業外収益合計 10,341 12,538

営業外費用

支払利息 3,117 2,957

支払手数料 602 603

その他 101 1,230

営業外費用合計 3,822 4,791

経常利益 416,012 197,773

特別損失

固定資産除却損 1,180 33

訴訟関連損失 - 79,400

特別損失合計 1,180 79,433

税金等調整前四半期純利益 414,832 118,339

法人税等合計 129,549 45,103

四半期純利益 285,283 73,235

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 285,283 73,235

　



パシフィックシステム株式会社(3847) 2023年３月期 第３四半期決算短信

7

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 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 285,283 73,235

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,241 △7,904

退職給付に係る調整額 8,884 11,353

その他の包括利益合計 10,125 3,448

四半期包括利益 295,409 76,684

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 295,409 76,684

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

　税金費用については、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。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

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)

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機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高

外部顧客への売上高 1,805,731 1,303,435 2,012,944 2,518,738 7,640,850 － 7,640,850

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,200 14,910 5,217 5,536 30,863 △30,863 －

計 1,810,931 1,318,345 2,018,162 2,524,275 7,671,714 △30,863 7,640,850

セグメント利益 181,350 134,103 151,340 824,011 1,290,806 △881,312 409,493

（注）１ セグメント利益の調整額△881,312千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)

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)

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機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高

外部顧客への売上高 1,151,536 997,497 1,870,596 2,654,588 6,674,218 － 6,674,218

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,776 22,904 4,852 9,862 43,396 △43,396 －

計 1,157,312 1,020,402 1,875,449 2,664,451 6,717,615 △43,396 6,674,218

セグメント利益 74,486 55,971 109,000 832,013 1,071,472 △881,445 190,026

（注）１ セグメント利益の調整額△881,445千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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。

　


