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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） 

 

(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 7,188 0.4 421 12.5 428 9.4 244 51.0
23年3月期第1四半期 7,163 △7.4 375 △25.6 391 △10.8 161 △36.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 250百万円 （56.7％） 23年3月期第1四半期 159百万円 （―％）

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 20.72 ―
23年3月期第1四半期 13.71 ―

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 30,236 18,111 59.6
23年3月期 31,411 18,022 57.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  18,028百万円 23年3月期  17,942百万円

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 ― 12.50 ― 13.50 26.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 13.50 ― 13.50 27.00

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) 15,200 △0.1 1,020 0.8 1,040 0.0 590 10.0 50.00
通期 30,800 △0.2 2,330 0.3 2,370 0.2 1,330 4.3 112.71



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。 

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 11,800,000 株 23年3月期 11,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 377 株 23年3月期 377 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,799,623 株 23年3月期1Q 11,799,720 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月1日から平成23年６月30日まで、以下同じ）の売上高は7,188百万円と

なり、前年同期に比べ0.4％の増収となりました。利益においては、営業利益421百万円（前年同期比12.5％増）、

経常利益428百万円（同9.4％増）、四半期純利益244百万円（同51.0％増）となり、何れも前年同期に比べ増益とな

りました。 

震災の影響等により不透明な経営環境が続く中、民需・公共システムにおけるＳＩ（システムインテグレーショ

ン）開発が順調に推移したことにより、売上高については概ね前年同期並の水準を維持する結果となりました。  

また、開発の効率化等による原価率の改善により、営業利益は前年同期比12.5％の増益、経常利益については同

9.4％の増益となり、何れも前年同期を上回る利益を確保することができました。さらに、四半期純利益について

は、会計基準変更の適用に伴い前年同期に計上していた特別損失が軽減したことから同51.0％という大幅な増益と

なりました。 

                                            (百万円) 

 

                                          （百万円） 

  

主な事業区分別の売上高については、通信キャリアシステムにおいて、既存の基幹システムや顧客管理システム

等、継続的に取り組んできた開発案件については引き続き縮小傾向にあるものの、大手通信キャリア向けネットワ

ークソリューション系開発やモバイル系のＳＩ開発等の案件が堅調に推移した結果、売上高は2,923百万円となり前

年同期比1.6％の減収となりました。 

また、民需・公共システムにおいては、CAP21、JETBI、スマートフォン活用等を中心としたソリューション提供

が好調であったことに加え、富士通向けシステム開発、基盤構築サービス等についても順調に推移しており、売上

高は2,324百万円となり同7.2％の増収となりました。 

エンベデッドシステムでは、大手光学機器メーカーのニコングループとの合弁事業が順調に拡大しており、デジ

タルカメラを中心とした情報家電向け開発が増加した一方で、携帯端末向けの開発が減少したことにより、売上高

は1,187百万円となり同2.3％の減収となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
23年３月期 

第１四半期 

  24年３月期 

第１四半期 

  前年同期比 

百分比 百分比 増減額 増減率 

売上高 7,163 %100.0 7,188 %100.0  25 %0.4

 売上原価 6,005 %83.8 5,903 %82.1  △101 %△1.7

売上総利益 1,157 %16.2 1,284 %17.9  126 %11.0

 販売費及び一般管理費 782 %11.0 862 %12.0  80 %10.2

営業利益 375 %5.2 421 %5.9  46 %12.5

経常利益 391 %5.5 428 %6.0  36 %9.4

 特別損失 113 %1.6 －  －  △113 %△100.0

税金等調整前四半期純利益 277 %3.9 428 %6.0  150 %54.3

四半期純利益 161 %2.3 244 %3.4  82 %51.0
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パッケージ＆サービスにおいても、データセンターを中心としたアウトソーシングサービスについては堅調に推

移したものの、セキュリティパッケージ製品である「FENCE」シリーズが伸び悩んだ結果、売上高は633百万円とな

り同8.9％の減収となりました。 

本年３月11日に発生した東日本大震災の影響や電力供給不足が懸念されるなど不安定な経済状況を背景に、顧客

のＩＴ投資動向が不透明な環境が続いておりますが、当社は顧客との関係を密にしつつ確実に売上を確保すべく注

力した結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,188百万円、前年同期に比べ0.4％の増収となり、若干ではあ

りますが前年同期を上回ることができました。 

   

  

                                         （百万円） 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売掛債権の減少等により前連結会計年度末に比べ1,175百万円減

少し、30,236百万円となりました。純資産は88百万円増加し18,111百万円となり自己資本比率は59.6％となりまし

た。 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,084百万円増加し、

8,296百万円となりました。当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以

下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、827百万円の増加（前年同期は266百万円の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益428百万円、売上債権の減少2,112百万円等があった一方、たな卸資産の増加375百

万円、法人税等の支払額711百万円等があっ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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,394百万円の増加（前年同期は2,081百万円の減少）となりました。こ

れは主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金を3,500百万円払い戻したこと

によるものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資としており、当該預け金は現金同等物

の期末残高に含んでおりません。） 

  

23年３月期 

第１四半期 

24年３月期 

第１四半期 

前年同期比 

増減額 増減率 

通信キャリアシステム 2,971 2,923  △48 %△1.6

民需・公共システム 2,169 2,324  155 %7.2

エンベデッドシステム 1,215 1,187  △28 %△2.3

パッケージ＆サービス 695 633  △61 %△8.9

人材サービス他 111 119  8 %7.6

合  計 7,163 7,188  25 %0.4
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いを行ったことにより142百万円の減少（前年同期は135百

万円の減少）となりました。 

［キャッシュ・フローの状況]                              (百万円) 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期連結業績予想については、平成23年６月13日に公表いたしました業績予想から変更いたし

ません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。 

  

  

（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。 

  

  

  
23年３月期 

第１四半期 

24年３月期 

第１四半期 
前年同期比 

営業キャッシュ・フロー 266  827 560

投資キャッシュ・フロー △2,081  3,394 5,476

財務キャッシュ・フロー △135  △142 △6

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,595  8,296 4,700

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

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 912 896

預け金 6,800 12,900

受取手形及び売掛金 10,183 8,074

たな卸資産 473 851

その他 1,269 1,181

貸倒引当金 △37 △35

流動資産合計 19,602 23,869

固定資産   

有形固定資産 2,051 2,046

無形固定資産 653 682

投資その他の資産   

長期預け金 5,500 －

繰延税金資産 3,197 3,235

その他 408 404

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 9,103 3,638

固定資産合計 11,808 6,366

資産合計 31,411 30,236

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,619 1,557

役員賞与引当金 18 9

その他 4,041 2,737

流動負債合計 5,679 4,304

固定負債   

退職給付引当金 7,437 7,538

役員退職慰労引当金 93 102

資産除去債務 160 161

その他 17 18

固定負債合計 7,709 7,820

負債合計 13,389 12,125

5

㈱富士通ビー・エス・シ－（4793）平成24年3月期　第１四半期決算短信



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,970 13,054

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,953 18,036

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △10 △7

その他の包括利益累計額合計 △10 △7

少数株主持分 79 82

純資産合計 18,022 18,111

負債純資産合計 31,411 30,236
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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：百万円）

前第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) 

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 7,163 7,188

売上原価 6,005 5,903

売上総利益 1,157 1,284

販売費及び一般管理費 782 862

営業利益 375 421

営業外収益   

受取利息 12 7

保険事務手数料 － 2

その他 4 0

営業外収益合計 17 10

営業外費用   

従業員等見舞金 － 2

その他 0 0

営業外費用合計 0 3

経常利益 391 428

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 113 －

特別損失合計 113 －

税金等調整前四半期純利益 277 428

法人税等 122 183

少数株主損益調整前四半期純利益 155 245

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6 0

四半期純利益 161 244
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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：百万円）

前第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) 

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利益 155 245

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 5 5

その他の包括利益合計 4 5

四半期包括利益 159 250

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 165 247

少数株主に係る四半期包括利益 △5 3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

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) 

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 277 428

減価償却費 69 84

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △8

受取利息及び受取配当金 △12 △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,605 2,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △226 △375

仕入債務の増減額（△は減少） △350 △52

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 113 －

その他 △735 △760

小計 761 1,531

利息及び配当金の受取額 12 7

法人税等の支払額 △507 △711

営業活動によるキャッシュ・フロー 266 827

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の払戻による収入 3,500 3,500

長期預け金の預入による支出 △5,500 －

有形固定資産の取得による支出 △9 △14

無形固定資産の取得による支出 △73 △94

差入保証金の回収による収入 － 3

その他 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,081 3,394

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △135 △142

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △135 △142

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,946 4,084

現金及び現金同等物の期首残高 5,542 4,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,595 8,296
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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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