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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3月31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 ％

23年6月期第3四半期 3,402 2.6 86 △25.5 83 △31.0 17 △85.2
22年6月期第3四半期 3,314 △15.6 116 234.7 121 303.9 114 198.1

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6月期第3四半期 64.65 ―
22年6月期第3四半期 465.94 ―

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6月期第3四半期 5,660 4,691 82.9 17,811.02
22年6月期 5,451 4,642 85.2 17,626.31

（参考） 自己資本   23年6月期第3四半期  4,691百万円 22年6月期  4,642百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
500.00 500.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 5,330 7.5 230 △35.8 250 △35.4 120 △43.1 448.56



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、四半期連結財務諸表
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 
上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は【添付資料】Ｐ３「（3）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.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期3Q 263,400株 22年6月期  263,400株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 263,400株 22年6月期3Q 246,782株
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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 

当社の企業集団は、当社、当社の親会社及び子会社２社で構成されており、親会社の大日本印刷株式会

社は印刷事業を主たる事業とし、当社及び子会社２社はソフトウェアの開発及び保守を主たる事業として

おります。 

当第３四半期連結累計期間において当初緩やかに回復しつつあった国内経済情勢は、東日本大震災の発

生により生産面を中心に下押し圧力が強い状態が当面続くものとみられており、震災の影響による不確実

性が高まるなか、業種や規模を問わず多くの企業において先行き見通しの不透明感が強まっています。 

当社の事業環境は、主要な事業領域であるクレジットカード業界において、カードショッピングの増勢

や業法改正に伴う貸倒関連コストの減少等により大手クレジットカード会社の業績改善がみられる等、改

善が期待されていましたが、震災の影響が今後企業の設備投資や個人消費の動向に少なからず現れること

と予想され、先行きの不透明さを増しています。 

なお、当第３四半期連結累計期間の当社業績においては震災の影響は殆どありませんでした。 

当第３四半期連結累計期間においては、売上高 3,402 百万円（前年同四半期比 2.6％増）、経常利益 83

百万円（前年同四半期比 31.0％減）、四半期純利益 17 百万円（前年同四半期比 85.2％減）となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

  カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社からのシス

テム開発受託及びシステム保守並びにハードウェア販売等により、当第３四半期連結累計期間の売上高

は 2,128 百万円、営業利益は 538 百万円となりました。 

 

・システムソリューション業務 

  システムソリューション業務においては、クレジットカード会社や証券会社等からのシステム開発受

託及びシステム保守並びに当社開発製品の販売等により当第３四半期連結累計期間の売上高は 1,009 百

万円、営業損失は 96 百万円となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセキュ

リティ製品の販売等により当第３四半期連結累計期間の売上高は 264 百万円、営業損失は 355 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３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ209百万円増加し、5,660

百万円となりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 142 百万円増加し、3,592 百万円となり

ました。これは主に、受取手形及び売掛金 126 百万円の減少がありましたが、現金及び預金 260 百万円

の増加があったためであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 66 百万円増加し、2,068 百万円

となりました。これは主に、繰延税金資産 71 百万円の減少及び長期預金 100 百万円の減少がありました

が、投資有価証券 293 百万円の増加があったためであります。 

 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 160 百万円増加し、969

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 145 百万円の増加及び賞与引当金 63 百万円の増

加並びに繰延税金負債 66 百万円の増加があったためであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 48 百万円増加し、

4,691 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 114 百万円の減少がありましたが、その他有価証券

評価差額金 176 百万円の増加があったためであります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,248 百万円となり、前連結会計年度末

に比べて、160 百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりで

あります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、318 百万円の収入（前年同

四半期比 785.0％増）となりました。これは主に、売上債権の減少額 92 百万円及び仕入債務の増加額 144

百万円があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15 百万円の支出（前年同

四半期は 154 百万円の支出）となりました。これは主に、無形固定資産取得による支出額 59 百万円及び

敷金及び保証金の回収額 61 百万円があったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、132 百万円の支出（前年同

四半期は 123 百万円の支出）となりました。これは主に、配当金の支払による 132 百万円の支出があっ

たためであります。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 23 年２月４日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

 

２．その他の情報 

（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 

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が無いと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ② たな卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期

間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  ③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

  ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   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．特有の会計処理 

   該当事項はありません。 
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（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,188千円減少し、税金

等調整前四半期純利益は26,229千円減少しております。 

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40,274千円であります。 

 

表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 1．前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業外

収益の 100 分の 20 を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。 

  なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は 2,149 千円で

あります。 

  2．「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）に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,350,047 2,089,529

受取手形及び売掛金 971,017 1,097,711

たな卸資産 145,814 132,537

その他 133,628 141,770

貸倒引当金 △8,300 △11,898

流動資産合計 3,592,207 3,449,649

固定資産   

有形固定資産 396,356 403,429

無形固定資産 137,891 128,448

投資その他の資産   

投資有価証券 1,058,055 764,223

その他 573,337 802,643

貸倒引当金 △97,168 △97,243

投資その他の資産合計 1,534,224 1,469,623

固定資産合計 2,068,472 2,001,501

資産合計 5,660,679 5,451,150

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 248,897 103,849

未払法人税等 33,081 7,506

賞与引当金 158,664 95,124

役員賞与引当金 3,534 27,720

関係会社事業損失引当金 17,437 39,284

その他 174,410 313,868

流動負債合計 636,024 587,355

固定負債   

退職給付引当金 167,556 161,346

役員退職慰労引当金 56,685 58,050

資産除去債務 40,734 －

その他 68,255 1,628

固定負債合計 333,231 221,024

負債合計 969,255 808,380
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 559,622 559,622

利益剰余金 3,135,997 3,250,667

株主資本合計 4,539,369 4,654,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 220,451 43,615

為替換算調整勘定 △68,396 △54,885

評価・換算差額等合計 152,054 △11,269

純資産合計 4,691,423 4,642,770

負債純資産合計 5,660,679 5,451,150
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(2) 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 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 3,314,750 3,402,211

売上原価 2,178,069 2,324,888

売上総利益 1,136,681 1,077,323

販売費及び一般管理費 1,020,464 990,772

営業利益 116,216 86,550

営業外収益   

受取利息 751 635

受取配当金 185 337

受取賃貸料 － 2,328

その他 10,710 4,639

営業外収益合計 11,647 7,941

営業外費用   

支払利息 49 86

コミットメントフィー 3,948 3,724

為替差損 1,839 5,862

その他 870 1,273

営業外費用合計 6,708 10,947

経常利益 121,155 83,544

特別利益   

固定資産売却益 － 579

貸倒引当金戻入額 1,426 1,099

匿名組合投資利益 138,596 －

特別利益合計 140,023 1,679

特別損失   

固定資産除却損 3,086 13

減損損失 3,185 642

保険解約損 3,518 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,040

その他 － 4,711

特別損失合計 9,790 29,408

税金等調整前四半期純利益 251,388 55,814

法人税、住民税及び事業税 613 34,159

法人税等調整額 135,788 4,625

法人税等合計 136,401 38,785

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,029

四半期純利益 114,986 17,029
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31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 251,388 55,814

減価償却費 71,382 81,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,424 △3,673

賞与引当金の増減額（△は減少） 99,948 63,539

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,029 △24,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,979 6,209

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,526 △1,365

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） － △21,847

受取利息及び受取配当金 △936 △972

投資事業組合運用損益（△は益） △901 435

支払利息 49 86

コミットメントフィー 3,948 3,724

匿名組合投資損益（△は益） △138,596 －

固定資産売却損益（△は益） － △579

固定資産除却損 3,086 13

減損損失 3,185 642

保険解約損益（△は益） 3,518 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24,040

売上債権の増減額（△は増加） 16,165 92,252

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,979 △13,276

仕入債務の増減額（△は減少） △161,441 144,897

その他 △70,158 △95,556

小計 △3,287 311,703

利息及び配当金の受取額 1,002 962

利息の支払額 △49 △86

コミットメントフィーの支払額 △3,834 △3,904

法人税等の還付額 76,709 14,355

法人税等の支払額 △34,589 △4,877

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,951 318,152
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △300,450 △488

投資有価証券の売却による収入 62,980 －

投資事業組合からの分配による収入 213,686 4,220

有形固定資産の売却による収入 － 579

有形固定資産の取得による支出 △7,816 △11,639

無形固定資産の取得による支出 △81,552 △59,306

敷金及び保証金の差入による支出 △4,089 △778

敷金及び保証金の回収による収入 64,609 61,786

保険積立金の積立による支出 △9,868 △9,469

保険積立金の解約による収入 12,523 －

その他 △4,257 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,233 △15,052

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 100,000 200,000

借入金の返済による支出 △100,000 △200,000

配当金の支払額 △123,138 △132,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,138 △132,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,832 △10,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △249,254 160,732

現金及び現金同等物の期首残高 1,684,179 2,087,883

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,434,924 2,248,615
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（4）継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

 ａ．事業の種類別セグメント情報 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

（単位：千円） 

 

カードビジネ 

スのフロント 

業務 

システムソリ

ューション

業務 

セキュリティ

システム業務
計 消去又は全社 連結 

売上高   

 (1)外部顧客に対する 

売上高 
1,752,590 1,252,588 309,571 3,314,750 ― 3,314,750

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― （  ― ) ―

計 1,752,590 1,252,588 309,571 3,314,750 ― 3,314,750

営業利益又は営業損失(△) 646,153 243,068 △370,507 518,713 （402,496) 116,216

(注)１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品 

   (1)カードビジネスのフロント業務 

      クレジットシステム自社開発パッケージ「NET+1」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システム

の提供 

   (2)システムソリューション業務 

      クレジットカード不正利用検知システム「ACE Plus」製品の販売、銀行・証券会社における市況情報配信システ

ム製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品の販売技術支援 

   (3)セキュリティシステム業務 

      内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売、文書暗号化ソフト「EUCSecure」製品の販売 

 

 ｂ．所在地別セグメント情報 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

   全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 

 ｃ．海外売上高 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

   海外売上高が連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

 

（追加情報） 

  第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成

21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20

号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会において

経営資源の配分の決定及び業績の評価を行うため、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社は主に製品サービス別に「カードビジネスのフロント業務」「システムソリューション業務」「セキュリ

ティシステム業務」の３事業に分類し、当該３事業を報告セグメントとしております。 

  それぞれの報告セグメントに含まれる主な事業内容は「カードビジネスのフロント業務」では、クレジット

システム自社開発パッケージ「NET+１」によるクレジットネットワークシステム及び集配信システムの提供、

「システムソリューション業務」ではクレジットカード不正利用検知システム 「ACE Plus」製品の販売、銀

行・証券会社における市況情報配信システム製品の販売、通信ミドルウェア「RIX」（自社製品）及び海外製品

の販売技術支援、「セキュリティシステム業務」では、内部情報漏洩対策システム「CWAT」製品の販売、文書

暗号化ソフト「EUCSecure」製品の販売となっております。 

 

２．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 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
カードビジネスの
フロント業務 

システムソリュー
ション業務 

セキュリティ 
システム業務 

計 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 2,128,073 1,009,405 264,732 3,402,211 3,402,211

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ―

計 2,128,073 1,009,405 264,732 3,402,211 3,402,211

セグメント利益又は損失(△) 538,773 △96,749 △355,473 86,550 86,550

 
３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

   セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しているため、差

異調整は行っておりません。 

 
（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年７月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

   該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（1）生産、受注及び販売の状況  

①生産実績 

当第３四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

カードビジネスのフロント業務 1,058,751 ―

システムソリューション業務 686,394 ―

セキュリティシステム業務 77,844 ―

合計 1,822,990 ―

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 生産実績は、販売価格により表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
②受注実績 

当第３四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 受注高(千円) 
前年同四半期比 

(％) 
受注残高(千円) 

前年同四半期比 
(％) 

カードビジネスのフロント業務 1,843,020 ― 717,874 ―

システムソリューション業務 830,236 ― 509,827 ―

セキュリティシステム業務 302,593 ― 80,979 ―

合計 2,975,850 ― 1,308,681 ―

 (注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

カードビジネスのフロント業務 2,128,073 ―

システムソリューション業務 1,009,405 ―

セキュリティシステム業務 264,732 ―

合計 3,402,211 ―

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

（株）エヌ･ティ･ティ･データ ― ― 517,338 15.2

（株）大和総研 359,941 10.9 354,018 10.4

（株）ユーフィット ― ― 351,004 10.3

３ 前第３四半期連結累計期間の（株）エヌ･ティ･ティ･データ及び（株）ユーフィットについては、当該割 

合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

４ （株）ユーフィットは、吸収合併により平成23年４月１日付で社名がＴＩＳ（株）へ変更されました。 

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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