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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 7,811 △10.9 △166 ― 256 △58.4 214 △49.0
23年3月期第1四半期 8,769 △2.0 179 ― 616 ― 421 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △14百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △463百万円 （―％）

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 6.58 ―
23年3月期第1四半期 12.92 ―

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 31,249 17,065 51.9
23年3月期 34,363 17,318 47.9
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  16,205百万円 23年3月期  16,443百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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) 17,500 △2.2 0 ― 700 △14.3 600 30.8 18.39
通期 39,000 3.4 1,000 535.4 1,800 4.1 1,300 ― 39.84



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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、本資料の発表日において入手可能な情報およ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って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 32,789,400 株 23年3月期 32,789,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 159,158 株 23年3月期 159,086 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,630,242 株 23年3月期1Q 32,630,762 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故により大きく落ち込んだ生産

活動が、供給面の制約が和らぐ中で幾分改善し、全体としては持ち直し傾向にあるものの、回復テンポは緩やかな

ものにとどまっております。 

 情報サービス業界においても、総じて売上高の減少が継続しており、ソフトウェア開発、プログラム作成が減少

傾向で推移しているほか、計算事務等情報処理、各種調査等も同様に厳しい業況が続いております。その中で、シ

ステム等管理運営受託のみ僅かながら増加しております。 

 当グループの主要な市場であります証券業界でも、引き続き国内株式市場の取引が低調に推移するとともに、発

行会社のグループ経営化や非公開化により上場会社が減少するなど、証券流通・発行市場の厳しい業況が続いてお

ります。 

 このような状況の下、ＪＢＩＳグループとしては、第２次中期経営計画に掲げる目標に向けたステップとして、

平成23年４月、グループの連結子会社４社の機能再編と組織再編を実施いたしました。金融商品取引関連事業につ

いては、これを日本証券代行株式会社に集中し、ＢＰＯ業務を含めた総合的情報サービス事業を日本電子計算株式

会社に統合いたしました。これによりお客様へ提供するサービスを一貫してご提供できる体制を構築いたしまし

た。今後は、より一層の経営効率の向上を目指すとともに、事業拡大に向けてＢＩＳ事業の推進とクラウドサービ

スの拡大に取り組み、また、経営体質強化のため生産性の向上と品質の向上に邁進いたします。なお、当第１四半

期より、この組織再編に伴い、経営状況をより明確に把握できるよう、事業セグメントの見直しを行いました。 

 このような新体制の構築に加え、当第１四半期は、わが国経済が未曾有の困難に直面している現在、当グループ

を巡る経営環境の変化に的確に対応すべく、全グループを挙げて、経営効率の向上とコスト構造の変革（情報イン

フラの基盤統合等）に取り組んでまいりましたが、内需の一時的な落ち込みをカバーするまでには至りませんでし

た。 

 この結果、当第１四半期の売上高は7,811百万円（前年同期比10.9％減）となり、利益面では営業損失166百万円

（前年同期は営業利益179百万円）、経常利益256百万円（前年同期比58.4％減）、四半期純利益214百万円（同

49.0％減）となりました。  

  

 各セグメント別の売上高は次のとおりであります。  

  

 情報サービス事業では、ＩＴ投資に対する企業の慎重姿勢の継続から、売上は前年比減少いたしました。情報・

サービスでは特に主力の証券業界の業況の厳しさもあり、3,702百万円（前年同期比9.4％減）となりました。ま

た、ソフトウェア開発は顧客企業のＩＴ投資の抑制および先送り等により、2,831百万円（同10.8％減）、システ

ム販売は、付加価値の高い選別受注を継続した結果、329百万円（同23.2％減）となりました。 

 金融商品取引関連事業では、主力の証券代行業務や口座管理機関業務は堅調に推移したものの、証券市場の低迷

による取扱量の減少や不採算業務からの撤退による売上減から、948百万円（同12.1％減）となりました。   

  

（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31,249百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,113百万円減少いたしま

した。資産の部では、流動資産は13,044百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,554百万円減少いたしまし

た。これは主に受取手形及び売掛金2,009百万円の減少等であります。  

 また、固定資産は18,204百万円となり、前連結会計年度末と比較して558百万円減少いたしました。これは主に

投資有価証券381百万円の減少であります。  

 負債の部では、流動負債は7,341百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,791百万円減少いたしました。こ

れは主に短期借入金890百万円の減少等であります。 

 また、固定負債は6,842百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,069百万円減少いたしました。これは主に

長期借入金550百万円の減少等であります。  

 純資産の部では、その他有価証券評価差額金の減少により純資産合計は17,065百万円となり、前連結会計年度末

と比較して252百万円減少いたしました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメント サービス区分 売 上 高 

 情報サービス事業 

 情報・サービス 3,702百万円 

 ソフトウェア開発 2,831百万円 

 システム販売 329百万円 

 金融商品取引関連事業  金融商品取引関連 948百万円 

  合  計 7,811百万円 
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 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.9%から51.9%となり4.0ポイント改善いたしました。  

  

（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５月11日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 （注）業績予想につきましては、発表日現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。 

    また、実際の業績は、さまざまな要因により本業績とは異なる結果となり得ることがあります。  

  

  

（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 

 税金費用の計算  

 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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 4,357 3,236

受取手形及び売掛金 8,343 6,334

有価証券 50 50

たな卸資産 596 1,065

繰延税金資産 554 587

その他 1,708 1,776

貸倒引当金 △11 △7

流動資産合計 15,599 13,044

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,810 1,780

機械装置及び運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品（純額） 370 388

土地 373 373

リース資産（純額） 897 908

建設仮勘定 35 16

有形固定資産合計 3,490 3,470

無形固定資産   

ソフトウエア 3,452 3,493

ソフトウエア仮勘定 400 222

その他 84 83

無形固定資産合計 3,937 3,799

投資その他の資産   

投資有価証券 8,184 7,802

差入保証金 2,038 2,030

繰延税金資産 873 876

その他 331 317

貸倒引当金 △92 △91

投資その他の資産合計 11,335 10,934

固定資産合計 18,763 18,204

資産合計 34,363 31,249
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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 2,310 1,600

短期借入金 2,199 1,309

未払法人税等 319 44

引当金 1,031 514

その他 3,270 3,872

流動負債合計 9,132 7,341

固定負債   

長期借入金 1,100 550

繰延税金負債 542 531

退職給付引当金 4,187 4,219

役員退職慰労引当金 283 200

負ののれん 701 360

その他 1,097 980

固定負債合計 7,912 6,842

負債合計 17,045 14,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 12,213 10,992

利益剰余金 1,657 2,865

自己株式 △112 △112

株主資本合計 16,758 16,745

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △314 △539

その他の包括利益累計額合計 △314 △539

少数株主持分 874 859

純資産合計 17,318 17,065

負債純資産合計 34,363 31,249
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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 8,769 7,811

売上原価 6,861 6,362

売上総利益 1,908 1,449

販売費及び一般管理費 1,729 1,615

営業利益又は営業損失（△） 179 △166

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 88 81

負ののれん償却額 344 341

持分法による投資利益 － 4

その他 26 9

営業外収益合計 461 437

営業外費用   

支払利息 20 13

持分法による投資損失 2 －

その他 0 0

営業外費用合計 23 14

経常利益 616 256

特別利益   

負ののれん取崩益 2 0

金融商品取引責任準備金戻入 6 －

その他 0 －

特別利益合計 10 0

特別損失   

投資有価証券評価損 20 52

事務所移転費用 46 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77 －

その他 0 13

特別損失合計 144 67

税金等調整前四半期純利益 482 189

法人税等 59 △21

少数株主損益調整前四半期純利益 422 210

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △3

四半期純利益 421 214
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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 422 210

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △890 △224

持分法適用会社に対する持分相当額 3 △0

その他の包括利益合計 △886 △225

四半期包括利益 △463 △14

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △464 △9

少数株主に係る四半期包括利益 0 △4
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 該当事項はありません。   

  

 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）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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