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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 8,290 7.2 860 16.0 878 15.7 524 31.8
23年3月期第1四半期 7,733 △11.4 741 △29.4 759 △27.9 397 △37.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 501百万円 （26.6％） 23年3月期第1四半期 395百万円 （―％）

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 49.23 ―

23年3月期第1四半期 37.35 ―

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 26,755 21,513 80.4
23年3月期 27,316 21,358 78.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,513百万円 23年3月期  21,358百万円

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 ― 32.50 ― 32.50 65.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 32.50 ― 32.50 65.00

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) 18,000 8.1 2,150 12.8 2,150 10.5 1,270 12.9 119.18
通期 37,500 9.6 4,550 8.2 4,600 7.7 2,730 5.8 256.20



(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  

（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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  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。 

(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レビュー手続きの対象外でありますが、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将来の業績に関する見通しならびに計画、戦略、目標などは、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基
づいております。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績は見通しと異なる場合があります。 
 業績予想の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）P.4「(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

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 10,656,000 株 23年3月期 10,656,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 281 株 23年3月期 195 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,655,735 株 23年3月期1Q 10,655,873 株
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※当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料につ

いては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年7月26日（火）・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

※上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会

を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
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当第1四半期（平成23年4月1日～平成23年6月30日）におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した

東日本大震災の影響から生産や輸出が持ち直し始めたものの、電力不足の懸念、欧州の財政不安や米中

経済の不透明感などから、本格的な景気回復基調には至らぬまま推移いたしました。 

 情報サービス産業では、災害対策や節電対策の一環としてデータセンター活用が加速するなど、新た

な動きも見られましたが、企業のIT投資全体では抑制傾向が一段と強まり、厳しい情勢が続きました。

 このような事業環境のなかで当社グループは、中期経営計画の2年目となる当期において「パナソニ

ック電工グループ外への売上比率35％の達成に向けた展開の強化」「重点顧客とのパートナーシップ強

化」「新事業・新技術育成投資と連結売上高営業利益率12％台維持の両立に向けた経営体質強化」とい

う計画策定当初からの3テーマに加え「パナソニックグループ事業再編に向けたITシステム改編への取

り組み」を推進しております。 

  

 
  

当第1四半期におきましては、中期経営計画達成に向けたパナソニック電工グループ外のお客さま

への拡販と、パナソニックグループ事業再編に向けたITシステム改編に重点的に取り組みました。ま

た、コスト抑制や業務効率化など、経営体質の改善についても継続的に推進いたしました。その結

果、当第1四半期は増収増益となりました。 

  

１．当四半期決算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

①当第1四半期における当社グループの経営成績

前第1四半期    当第1四半期    

比較増減  
（％）金額

（百万円）
構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

売  上  高 7,733 100.0 8,290 100.0 7.2

営  業  利  益 741 9.6 860 10.4 16.0

経 常 利 益 759 9.8 878 10.6 15.7

四半期 純利益 397 5.1 524 6.3 31.8

②当第1四半期における取り扱い品目別の状況

前第1四半期  当第1四半期  
売上高 
比較増減 
（％）

売上高
総利益率
ポイント

差異  
売上高

（百万円）

売上高
総利益率
（％）

売上高
（百万円）

売上高 
総利益率 
（％）

a.システムサービス 5,619 18.3 5,573 19.4 △0.8 1.1

b.システムソリューション 1,026 23.7 1,628 21.1 58.6 △2.6

c.システム機器・通信機器関連 1,086 20.9 1,088 18.0 0.2 △2.9

    合    計 7,733 19.4 8,290 19.5 7.2 0.1
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売上高は55億7千3百万円（前年同期比0.8％減）、売上高総利益率は19.4％（前年同期は

18.3％）となりました。 

 新規顧客の獲得により大阪中央データセンターの稼働率が向上したものの、既存顧客に対するサ

ービス提供価格の下落が続いたことなどから、売上高は前年同期をわずかに下回りました。 

 売上高総利益率につきましては、サービス提供価格の下落による影響は受けたものの、システム

運用管理の徹底した効率化や開発案件への人材シフトなどによる原価改善の結果、前年同期を上回

りました。 

  

売上高は16億2千8百万円（前年同期比58.6％増）、売上高総利益率は21.1％（前年同期は

23.7％）となりました。 

 当第1四半期は、主なシステム構築案件として、大手住宅メーカーの基幹システム、大手繊維メ

ーカーのERPシステムなどに取り組みました。また、自社開発ソフト・パッケージでは、販売管理

システム、ワークフローパッケージが好調でした。さらに、パナソニックグループ再編に向けたIT

システム改編の案件がスタートいたしました。その結果、売上高は、前年同期を大幅に上回りまし

た。 

 売上高総利益率につきましては、大型案件におけるボリュームディスカウントや開発原価の増加

などにより、前年同期を下回る結果となりました。 

  

売上高は10億8千8百万円（前年同期比0.2％増）、売上高総利益率は18.0％（前年同期は

20.9％）となりました。 

 機器更新の先送りや買い控えによる厳しい状況が続きましたが、ビデオ会議システム、シンクラ

イアント用機器を中心としたシステム機器販売が好調に推移した結果、売上高は前年同期をわずか

に上回りました。 

 売上高総利益率につきましては、前年同期を下回りましたが、付加価値の高い提案により引き続

き高い水準を維持しました。 

a.システムサービス

b.システムソリューション

c.システム機器・通信機器関連
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当第1四半期連結会計期間末の資産は前連結会計年度末に比べ5億6千1百万円減少し（前期末比2.1％

減）、267億5千5百万円となりました。これは主に、流動資産で受取手形及び売掛金が20億5千7百万円

減少したこと、工事未収入金が3億1千2百万円増加したこと、たな卸資産が2億6千5百万円増加したこ

と、預け金が8億円増加したことによるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ7億1千6百万円減少し（前期末比12.0％減）、52億4千1百万円となり

ました。これは主に、流動負債で未払法人税等が8億3千5百万円減少したこと、未払費用が4億3千万円

増加したこと、賞与引当金が1億9千1百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ1億5千4百万円増加し（前期末比0.7％増）、215億1千3百万円とな

りました。これは主に、利益剰余金が1億7千8百万円増加したことによるものであります。 

  

平成24年3月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年4月26日

の発表から変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債、純資産の状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報

見通しに関するリスク情報 
  
業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。 
その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。リスク、不確
実性及びその他の要因は、当社の有価証券報告書にも記載されておりますので、ご参照ください。 
  
・ 日本市場の経済状況及び製品・サービスに対する需要の急激な変動 
・ 産業界の需要動向 
・ 原材料等の供給不足・供給価格の高騰 
・ 急激な技術変化等による社会インフラの変動 
・ 当社グループが他企業と提携・協調する事業の動向 
・ 製品やサービスに関する何らかの欠陥・瑕疵等により費用負担が生じる可能性 
・ 第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約 
・ 保有する投資有価証券等の資産の時価や繰延税金資産等の資産の評価、その他会計上の方針の変更 
・ 地震等自然災害の発生、その他の事業活動に混乱を与えうる可能性のある要素
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 該当事項はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 172 181

受取手形及び売掛金 5,665 3,608

工事未収入金 775 1,088

たな卸資産 204 469

繰延税金資産 321 151

預け金 12,661 13,462

その他 730 965

流動資産合計 20,532 19,927

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 712 700

工具、器具及び備品（純額） 2,003 1,938

リース資産（純額） 647 606

建設仮勘定 532 691

有形固定資産合計 3,895 3,938

無形固定資産   

ソフトウエア 521 703

リース資産 78 68

その他 451 216

無形固定資産合計 1,051 988

投資その他の資産   

投資有価証券 340 301

繰延税金資産 32 48

前払年金費用 890 893

その他 599 663

貸倒引当金 △25 △6

投資その他の資産合計 1,838 1,900

固定資産合計 6,784 6,827

資産合計 27,316 26,755
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,970 1,998

未払法人税等 1,061 225

未払金 1,102 956

未払費用 406 837

未払消費税等 61 80

預り金 4 8

賞与引当金 274 83

役員賞与引当金 10 －

その他 294 344

流動負債合計 5,185 4,534

固定負債   

退職給付引当金 － 6

長期預り金 45 44

繰延税金負債 165 146

リース債務 561 508

固定負債合計 772 707

負債合計 5,957 5,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,040 1,040

資本剰余金 870 870

利益剰余金 19,356 19,534

自己株式 △0 △0

株主資本合計 21,266 21,444

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92 68

その他の包括利益累計額合計 92 68

純資産合計 21,358 21,513

負債純資産合計 27,316 26,755
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
【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) 

売上高 7,733 8,290

システムサービス売上高 5,619 5,573

システムソリューション売上高 1,026 1,628

システム機器・通信機器関連売上高 1,086 1,088

売上原価 6,231 6,671

システムサービス売上原価 4,589 4,493

システムソリューション売上原価 783 1,285

システム機器・通信機器関連売上原価 859 892

売上総利益 1,501 1,618

販売費及び一般管理費 759 758

営業利益 741 860

営業外収益   

受取利息 18 15

受取配当金 5 3

その他 0 2

営業外収益合計 23 21

営業外費用   

支払利息 3 3

その他 2 0

営業外費用合計 5 3

経常利益 759 878

特別利益   

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

投資有価証券売却損 2 －

東京オフィス移転費用 61 －

特別損失合計 63 －

税金等調整前四半期純利益 699 878

法人税、住民税及び事業税 311 202

法人税等調整額 △10 151

法人税等合計 301 353

少数株主損益調整前四半期純利益 397 524

四半期純利益 397 524

少数株主損益調整前四半期純利益 397 524

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △23

その他の包括利益合計 △2 △23

四半期包括利益 395 501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 395 501

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、情報サービス事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。 

したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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（注） 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2． システム機器・通信機器関連につきましては、「情報関連工事」のみ記載しております。 

  

 
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

（１）受注残高

前連結会計年度末
（百万円）

当第1四半期 
連結会計期間末
（百万円）

比較増減
（％）

システムサービス 784 775 △1.2

システムソリューション 4,303 4,419 2.7

システム機器・通信機器関連 0 22 639,341.7

合    計 5,088 5,216 2.5

（２）販売実績

前第1四半期
連結累計期間

当第1四半期 
連結累計期間 売上高

比較増減 
（％）売上高

（百万円）
構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比 
（％）

パナソニック電工グループ 5,761 74.5 5,822 70.2 1.0

パナソニック電工グループ外 1,971 25.5 2,467 29.8 25.2

合      計 7,733 100.0 8,290 100.0 7.2
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