
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  
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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  4,597  △7.6  △81  －  △82  －  △112  －

22年３月期第１四半期  4,977  △14.5  △79  －  △133  －  △116  －

  
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  △7  89        －

22年３月期第１四半期  △8  23        －

  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  20,476  8,632  39.0  561  50

22年３月期  21,326  8,933  38.7  581  47

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,986百万円 22年３月期 8,260百万円

  
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  －        10 00 －      10 00  20  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  10 00 －      10 00  20  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％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）  10,140  △4.6  220  8.4  154  24.1  11  216.6  0  77

通期  21,460  1.5  920  66.6  840  58.7  315  77.7  22  17



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

新規       －社 （社名）                        、除外       －社  （社名） 

（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。 

  

（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 

（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。 

  

（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。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ：  有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 15,235,840株 22年３月期 15,235,840株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,011,622株 22年３月期 1,029,614株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 14,212,157株 22年３月期１Ｑ 14,187,427株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日）におけるわが国経済は、一連の景気刺激

策や新興国経済の拡大により、輸出や生産の指標で景気の底入れの兆しが見え始めましたが、欧州発の新たな金融

不安などの要素もあり、先行きが不透明な状況で推移しました。 

当社グループが属する情報サービス産業は、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると、平成22年

５月まで12ヶ月連続して売上高が前年同月を下回るなど、景気の不透明感から顧客企業のIT投資への慎重姿勢が依

然として続いております。 

このような環境下、当社グループは継続して顧客企業とのリレーション強化や新規顧客開拓に注力いたしまし

た。また企業のIT利用形態が「所有」から「利用」へと変化する中で、コロケーション（サーバ預かり）や運用監

視をはじめとするITマネージドサービス、クラウドサービス等のストック型サービスビジネスを積極的に展開しま

した。 

 その結果、情報処理サービス売上は順調に増加したものの、システム開発サービス売上が顧客企業のIT投資の予

算削減や投資規模の縮小により減少したため、売上高は4,597百万円（前年同四半期比7.6％減）となりました。 

 利益面につきましては、売上高の減少があったものの、一層のコスト低減に努めたことにより、営業損失は81百

万円（前年同四半期は79百万円の営業損失）、経常損失は82百万円（前年同四半期は133百万円の経常損失）とな

りました。四半期純損失は、退職特別加算金や事務所移転費用等の特別損失を計上したことにより112百万円（前

年同四半期は116百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における売上区分別の状況は以下のとおりです。 

  

[情報処理サービス] 

 昨年６月から稼働した第２データセンターの稼働向上や、石油元売から受託したアウトソーシング業務等で売

上を伸ばした結果、1,818百万円（前年同四半期比6.0%増）となりました。 

  

[システム開発サービス] 

 流通および金融系のシステム開発は堅調であったものの、製造業向けシステム開発が顧客企業のIT投資抑制の

長期化により減少した結果、2,599百万円（同15.6%減）となりました。 

  

[システム機器販売] 

 ほぼ前年同四半期並みの179百万円（同1.2%減）となりました。  

  

    

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

[当社グループの四半期業績特性]  

 売上高に占める割合が高いシステム開発サービスは、売上計上基準に完成基準と進行基準を採用しておりま

す。その多くが完成基準となることから、完成時期が顧客企業の決算期にあたる第４四半期連結会計期間に集中

する傾向にあります。一方、販売費及び一般管理費は各月で平準化されており、特に第１四半期連結会計期間は

期間収益に対して費用が高めに発生するため、計画段階から営業損失、経常損失を見込んでおります。  



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は20,476百万円となり、前連結会計年度末比849百万円の減少となりました。そ

の主な要因は受取手形及び売掛金の減少等があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,632百万円となり、自己資本比率は39.0％となりました。 

  

 （キャッシュ・フローの状況）  

  当第１四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況等については、次のとおりであります。  

  当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して613百万

円減少し、当第１四半期末には2,472百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、178百万円となりました。 

  これは主に、償却による資金の内部留保273百万円および売上債権の減少416百万円等により資金が増加したも

のの、税金等調整前四半期純損失の計上146百万円、たな卸資産の増加236百万円、仕入債務の減少249百万円お

よび法人税等の支払228百万円等により資金が減少したことによるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は、110百万円となりました。 

  これは主に、固定資産の取得による支出173百万円があったこと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） 

  財務活動の結果使用した資金は324百万円となりました。 

  これは主に、長期借入金の返済による支出190百万円および配当金の支払による支出131百万円等があったもの

であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績は概ね当初予定通りに推移しており、平成22年５月10日に公表いたしました第

２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

 なお、上記につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は今

後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の 

  発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック 

  ス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四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。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

（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」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、売上総利益は０百万円減少、営業損失、経常損失は０百万円増加、及び税金等調整前四半期純損失

は７百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は37百万円でありま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



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 2,472,267 3,085,617

受取手形及び売掛金 2,955,132 3,365,523

商品及び製品 8,353 8,164

仕掛品 448,220 212,179

原材料及び貯蔵品 6,423 6,246

その他 994,379 700,587

貸倒引当金 △5,840 △4,825

流動資産合計 6,878,937 7,373,493

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,908,104 5,876,076

土地 3,507,614 3,507,614

その他（純額） 876,127 856,667

有形固定資産合計 10,291,847 10,240,358

無形固定資産   

のれん 179,344 213,850

その他 893,837 962,128

無形固定資産合計 1,073,182 1,175,979

投資その他の資産   

その他 2,231,456 2,533,501

貸倒引当金 △11,073 △11,073

投資その他の資産合計 2,220,382 2,522,428

固定資産合計 13,585,411 13,938,765

繰延資産 12,393 14,083

資産合計 20,476,743 21,326,343



（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 459,448 709,404

短期借入金 2,197,152 2,245,072

未払法人税等 20,267 254,280

賞与引当金 203,595 402,284

工事損失引当金 8,557 10,600

その他 2,055,682 1,759,048

流動負債合計 4,944,703 5,380,689

固定負債   

社債 950,000 950,000

長期借入金 4,832,542 4,984,740

退職給付引当金 646,904 654,570

資産除去債務 37,817 －

その他 432,485 422,901

固定負債合計 6,899,749 7,012,212

負債合計 11,844,452 12,392,901

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,356,735

利益剰余金 2,020,373 2,274,628

自己株式 △583,061 △593,426

株主資本合計 7,994,494 8,241,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,630 18,546

評価・換算差額等合計 △7,630 18,546

少数株主持分 645,426 672,963

純資産合計 8,632,290 8,933,441

負債純資産合計 20,476,743 21,326,343



（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 4,977,589 4,597,179

売上原価 3,980,420 3,657,254

売上総利益 997,168 939,924

販売費及び一般管理費 1,076,337 1,021,143

営業損失（△） △79,169 △81,218

営業外収益   

受取利息 13 85

受取配当金 5,800 2,505

助成金収入 － 30,359

その他 3,242 12,673

営業外収益合計 9,056 45,624

営業外費用   

支払利息 27,546 29,702

持分法による投資損失 21,316 10,099

その他 14,932 7,468

営業外費用合計 63,795 47,270

経常損失（△） △133,908 △82,864

特別利益   

前期損益修正益 － 1,458

訴訟損失引当金戻入額 3,864 －

貸倒引当金戻入額 209 －

特別利益合計 4,074 1,458

特別損失   

退職特別加算金 － 32,048

事務所移転費用 － 24,260

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,479

固定資産除却損 1,036 2,108

特別損失合計 1,036 64,897

税金等調整前四半期純損失（△） △130,870 △146,303

法人税等 △6,465 △19,252

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △127,051

少数株主損失（△） △7,666 △14,858

四半期純損失（△） △116,738 △112,193



（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損失（△） △130,870 △146,303

減価償却費 185,069 238,841

のれん償却額 46,607 34,505

貸倒引当金の増減額（△は減少） △203 1,015

受取利息及び受取配当金 △5,813 △2,590

支払利息 27,546 29,702

売上債権の増減額（△は増加） 1,395,296 416,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △427,332 △236,417

仕入債務の増減額（△は減少） △382,893 △249,955

未払消費税等の増減額（△は減少） △90,703 114,792

その他 20,567 △137,650

小計 637,270 62,653

利息及び配当金の受取額 5,800 2,601

利息の支払額 △32,633 △15,250

法人税等の支払額 △445,707 △228,450

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,729 △178,445

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 △1,591,387 △133,421

無形固定資産の取得による支出 △89,933 △40,180

その他 △42,969 63,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,724,290 △110,135

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,187,000 △10,000

長期借入れによる収入 1,505,000 －

長期借入金の返済による支出 △112,008 △190,118

自己株式の売却による収入 － 6,822

自己株式の取得による支出 △36 △3

配当金の支払額 △138,900 △119,220

少数株主への配当金の支払額 △12,259 △12,248

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,428,796 △324,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 869,234 △613,350

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,003 3,085,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,260,238 2,472,267



 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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