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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 3,955 3.7 213 ─ 224 ─ 107 ─

22年３月期第１四半期 3,814 △16.2 △49 ─ △50 ─ △56 ─

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

23年３月期第１四半期 12.58 12.56

22年３月期第１四半期 △6.62 ─

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第１四半期 11,328 8,265 73.0 967.97

22年３月期 11,900 8,260 69.4 967.31

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 8,265百万円  22年３月期 8,259百万円

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

 22年３月期 ─ 6.00 ─ 7.00 13.00

 23年３月期 ─

 23年３月期(予想) 10.00 ─ 11.00 21.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23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)

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) 8,600 11.5 480 324.8 510 269.6 260 ─ 30.45

通期 18,000 10.8 1,050 48.3 1,150 50.9 580 116.4 67.92



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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おりませ

ん。 

  

・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）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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規   １社 (ＴＤＩプロダクトソリューション株式会社)、除外  ─社(─)

 (注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

  (注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

  (注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸

表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 9,008,560株 22年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 469,721株 22年３月期 469,721株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,538,839株 22年３月期１Ｑ 8,484,928株

(※四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示)

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連を中心とした企業業績の回復に牽引さ

れ、景気は緩やかな回復基調を示してはいるものの国内の政局不安、欧州の財政問題の影響による信用

収縮が新たな懸念要因となり先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当情報サービス業界におきましては、徐々に明るい兆しが見えてきているものの依然として続く景気

の先行き不透明感などを背景に、企業のＩＴ投資抑制は継続中であり、事業環境は厳しい状況で推移い

たしました。 

このような厳しい経営環境下において、当社グループは提案型営業等の事業活動を積極的に行った結

果、受注高は前年同四半期と比較して増加したものの売上高は第２四半期以降完成予定の仕掛案件が増

加したこと等により、前年同四半期と比較して微増となりました。一方、利益面におきましては、内製

化推進による稼働率の向上及び販管費の大幅な削減による利益体質への改善が功を奏し、前年同四半期

と比較して大幅な増加となりました。その結果、第１四半期連結会計期間の業績は、売上高39億55百万

円（前年同四半期比3.7％増）、営業利益２億13百万円（前年同四半期は49百万円の営業損失）、経常

利益２億24百万円（前年同四半期は50百万円の経常損失）、四半期純利益１億７百万円（前年同四半期

は56百万円の四半期純損失）といずれも前年同四半期を上回る結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

・ ソフトウェア開発事業は、積極的な提案型営業により受注は順調に推移したものの、第２四半期以

降完成予定の仕掛案件が増加したことから、売上高は21億15百万円（前年同期比1.6％減）となり

ました。 

・ 情報処理サービス事業は、既存ビジネスの受注が減少したものの、サーバ仮想化等の新規ビジネス

や大型案件の獲得等により、売上高は11億38百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

・ エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込み事業における自動車関連の開発需要の活

発化及び半導体関連事業におけるモバイルメモリ関連機器の需要の伸長により、売上高は７億２

百万円（前年同期比28.0％増）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は113億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億72百

万円減少いたしました。 

流動資産は67億19百万円となり４億75百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金

が４億32百万円減少及び仕掛品が１億72百万円増加したこと等によるものであります。 

固定資産は46億８百万円となり、96百万円減少いたしました。 

有形固定資産は16億１百万円となり33百万円減少し、無形固定資産は１億99百万円となり３百万円

減少いたしました。投資その他の資産は28億８百万円となり、59百万円減少いたしました。主な要因

は、投資有価証券が１億５百万円減少したこと等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は30億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億76百

万円減少いたしました。 

1. 当四半期の連結業績等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
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流動負債は17億39百万円となり、６億15百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛

金が１億75百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は13億23百万円となり、38百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は82億65百万円となり、４百万円増加いたしました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の69.4％から73.0％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動に

よるキャッシュ・フローが６百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが43百万円の支出、

財務活動によるキャッシュ・フローが60百万円の支出となったことにより97百万円減少し、当第１四

半期連結会計期間末の資金残高は30億93百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は６百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、未払費用の減少額が４億86百万円、仕入債務の減少額が１億75百万円あったものの、

売上債権の減少額が４億32百万円、税金等調整前四半期純利益が１億94百万円あったこと等によるも

のであります。また、前第１四半期連結会計期間に比べ74百万円資金が増加しております。これは主

に、売上債権の減少額が６億61百万円減少したことに伴い資金が減少したものの、税金等調整前四半

期純利益が２億77百万円増加、法人税等支払額が２億67百万円減少及び未払費用の減少額が１億86百

万円減少したこと等に伴い資金が増加したことによるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は43百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出が45百万円あったこと等によるものであります。ま

た、前第１四半期連結会計期間に比べ１億50百万円資金が増加しております。これは主に、有形固定

資産の取得による支出が62百万円減少、無形固定資産の取得による支出が39百万円減少及び投資有価

証券の売却による収入が24百万円増加していること等によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は60百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、配当金の支払額が60百万円あったこと等によるものであります。また、前第１四半期

連結会計期間に比べ１億55百万円資金が増加しております。これは主に、自己株式の取得による支出

が87百万円減少及び配当金の支払額が51百万円減少したこと等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、当第１四半期連結会計期間の業績を踏まえ検討した結果、現時点にお

いては概ね予想どおりと推測しており、当連結会計年度（平成23年３月期）の業績見通しにつきまして

は、平成22年４月22日公表の数値と変更は無く、連結売上高180億円、連結営業利益10億50百万円、連

結経常利益11億50百万円、連結当期純利益５億80百万円を見込んでおります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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平成22年４月１日付けにて、ＴＤＩプロダクトソリューション株式会社を設立したことによるもので

あります。 

  

（簡便な会計処理） 

①原価差異の配賦方法 

予定原価を適用しているために生じた原価差異に関しては、重要性が乏しいと判断できる場合

には、当該原価を売上原価として処理しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目等を重要なものに限定し、法定実効税率に

より算定しております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、将来の業績予測等を基に回収可能性を判断して

おります。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成

20年12月26日）及び「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,735,320 2,833,119

受取手形及び売掛金 2,650,349 3,082,664

有価証券 358,271 358,197

商品及び製品 598 592

仕掛品 332,215 159,999

原材料及び貯蔵品 2,859 2,552

その他 648,515 768,068

貸倒引当金 △8,197 △9,392

流動資産合計 6,719,933 7,195,802

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,777,761 1,779,177

減価償却累計額 △873,276 △855,365

建物及び構築物（純額） 904,484 923,812

工具、器具及び備品 670,258 680,750

減価償却累計額 △463,917 △459,994

工具、器具及び備品（純額） 206,341 220,755

土地 490,405 490,405

有形固定資産合計 1,601,231 1,634,973

無形固定資産   

のれん 39,316 42,786

その他 160,151 160,116

無形固定資産合計 199,468 202,902

投資その他の資産   

投資有価証券 1,479,995 1,585,489

その他 1,328,096 1,281,769

投資その他の資産合計 2,808,091 2,867,258

固定資産合計 4,608,791 4,705,134

資産合計 11,328,724 11,900,936

情報技術開発（9638） 平成23年３月期 第１四半期決算短信

5



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 560,683 736,114

未払法人税等 87,995 157,827

引当金 18,172 11,548

その他 1,073,019 1,449,866

流動負債合計 1,739,871 2,355,357

固定負債   

退職給付引当金 1,313,252 1,269,385

長期未払金 2,720 7,210

その他 7,545 8,231

固定負債合計 1,323,518 1,284,827

負債合計 3,063,389 3,640,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,777,043

利益剰余金 5,706,988 5,659,328

自己株式 △345,395 △345,395

株主資本合計 9,020,504 8,972,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △79,351 △37,315

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

評価・換算差額等合計 △755,169 △713,133

少数株主持分 － 1,041

純資産合計 8,265,335 8,260,752

負債純資産合計 11,328,724 11,900,936
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 3,814,451 3,955,934

売上原価 3,049,427 3,086,279

売上総利益 765,023 869,654

販売費及び一般管理費 814,396 656,515

営業利益又は営業損失（△） △49,373 213,139

営業外収益   

受取利息 1,866 1,777

受取配当金 4,937 8,734

不動産賃貸料 3,035 3,131

保険事務手数料 1,732 1,683

その他 1,432 4,264

営業外収益合計 13,003 19,591

営業外費用   

支払利息 71 －

不動産賃貸費用 5,399 7,081

持分法による投資損失 6,195 439

その他 2,301 1,188

営業外費用合計 13,968 8,708

経常利益又は経常損失（△） △50,338 224,022

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35,307

貸倒引当金戻入額 4,009 2,512

特別利益合計 4,009 37,820

特別損失   

固定資産除売却損 146 1,291

投資有価証券評価損 － 66,360

事務所移転費用 28,700 －

退職給付費用 7,917 －

特別損失合計 36,764 67,651

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△83,092 194,191

法人税、住民税及び事業税 7,484 69,480

法人税等調整額 △34,433 18,321

法人税等合計 △26,949 87,801

少数株主損益調整前四半期純利益 － 106,389

少数株主損失（△） － △1,041

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,143 107,431
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△83,092 194,191

減価償却費 50,974 54,127

のれん償却額 3,469 3,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,103 43,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,009 △1,194

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,435 6,624

受取利息及び受取配当金 △6,804 △10,486

支払利息 71 －

持分法による投資損益（△は益） 6,195 439

固定資産除売却損益（△は益） 7,053 1,291

投資有価証券売却損益（△は益） － △35,307

投資有価証券評価損益（△は益） － 66,360

売上債権の増減額（△は増加） 1,094,054 432,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,395 △172,528

仕入債務の増減額（△は減少） △91,946 △175,430

未払費用の増減額（△は減少） △673,149 △486,673

未払消費税等の増減額（△は減少） △170,145 △62,271

長期未払金の増減額（△は減少） △10,050 △4,490

その他 216,703 255,405

小計 307,467 109,673

利息及び配当金の受取額 6,684 11,469

利息の支払額 － △50

法人税等の支払額 △382,350 △114,812

営業活動によるキャッシュ・フロー △68,197 6,280

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △80,978 △18,281

有形固定資産の売却による収入 － 1,070

無形固定資産の取得による支出 △62,885 △23,224

投資有価証券の取得による支出 △44,925 △45,648

投資有価証券の売却による収入 － 24,974

貸付金の回収による収入 235 －

敷金及び保証金の回収による収入 1,521 21,114

その他の支出 △15,204 △5,667

その他の収入 8,635 2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,601 △43,270
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △17,400 －

リース債務の返済による支出 － △685

自己株式の取得による支出 △87,827 －

配当金の支払額 △111,212 △60,048

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,440 △60,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △478,239 △97,723

現金及び現金同等物の期首残高 3,086,824 3,191,316

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,608,584 3,093,592
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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