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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）

(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 3,820 △3.4 122 △42.5 144 △35.7 68 △35.9

23年３月期第１四半期 3,955 3.7 213 ― 224 ― 107 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 79百万円(23.5％) 23年３月期第１四半期 64百万円(－％)

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 8.15 8.13
23年３月期第１四半期 12.58 12.56

(2) 連結財政状態

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 11,982 8,779 73.3

23年３月期 13,143 8,792 66.9

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 8,779百万円 23年３月期 8,792百万円

2. 配当の状況

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 ― 10.00 ― 11.00 21.00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 9.00 ― 9.00 18.00

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)

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) 8,000 0.5 340 △31.2 380 △28.6 190 △27.7 22.48
通期 17,000 3.0 900 △7.8 960 △14.9 480 △0.7 56.78



  

 

 

 
  

  

・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を実施中です。 

  

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご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）３ページ「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

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (―)   除外  ―社 (―)

(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
 

 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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 9,008,560株 23年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 555,503株 23年３月期 555,442株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 8,453,097株 23年３月期１Ｑ 8,538,839株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による

企業の生産活動の低下やサプライチェーンの寸断、原子力発電所事故による電力供給の制約等により深

刻な影響を受けました。その後、生産活動やサプライチェーンの回復は急速に進み、復興需要等による

景気の持ち直しも期待されておりますが、電力供給の制約、欧米を中心とした海外経済の不安定感、円

高、原油・原材料価格の高騰等の懸念材料は解消されておらず、依然として予断を許さない状況が続い

ております。 

当情報サービス業界におきましては、東日本大震災等の影響により、情報設備投資に対する慎重な姿

勢は見られますが、平成23年７月１日発表の日銀短観によると、平成23年度のソフトウェア投資計画額

は、全産業で前年同期比5.7％増、製造業で前年同期比11.2％増と投資意欲の持ち直しを示しており、

また災害対策関連の新規需要が見込まれるなど、今後の回復が期待されております。 

このような経営環境下において、当社グループは、お客様へ最良のサービスをご提供し、ご満足を頂

くという当社グループの原点に立ち帰るため、今期の基本方針に「原点回帰」を掲げ、ソリューション

ビジネスを核とした積極的な提案活動を推進いたしました。しかしながら、一部のセグメントでは受注

が増加したものの、グループ全体としては前年同四半期と比較して大型案件の立ち上がりが遅れ、期初

計画時に見込んでおりました新ソリューションビジネス推進のための先行投資を補うことができず、ま

た一部不採算案件の発生等の影響により、売上高、利益ともに低調に推移いたしました。その結果、当

第１四半期連結累計期間の業績は、売上高38億20百万円（前年同四半期比3.4％減）、営業利益１億22

百万円（前年同四半期比42.5％減）、経常利益１億44百万円（前年同四半期比35.7％減）、四半期純利

益68百万円（前年同四半期比35.9％減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

・ソフトウェア開発事業は、大型案件の立ち上がりの遅れにより新ソリューションビジネス推進の

ための先行投資を補うことができず、また一部不採算案件の発生等が影響した結果、売上高は20

億93百万円（前年同四半期比1.0％減）、セグメント利益（営業利益）は81百万円の損失（前年

同四半期は31百万円の損失）となりました。 

・情報処理サービス事業は、前年同四半期に売上計上した損保会社向け大型案件やその他スポット

案件が減少したこと等により、売上高は10億22百万円（前年同四半期比10.2％減）、セグメント

利益（営業利益）は１億51百万円（前年同四半期比12.9％減）となりました。 

・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業において、積極的な

営業展開や新たな技術サービス提案により自動車関連、ＦＡ関連での受注が増加し、半導体関連

事業においても、主要顧客からの受注確保が堅調に推移いたしました。一方、新たな技術サービ

スに向けたツール導入や半導体テスタ導入による先行投資が増加いたしました。その結果、売上

高は７億４百万円（前年同四半期比0.4％増）、セグメント利益（営業利益）は52百万円（前年

同四半期比26.1％減）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
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は119億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億60百万

円減少いたしました。 

流動資産は68億73百万円となり、12億93百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金が４億63

百万円、受取手形及び売掛金が８億33百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は51億９百万円となり、１億33百万円増加いたしました。 

有形固定資産は16億17百万円となり83百万円増加し、無形固定資産は３億21百万円となり43百万円増

加いたしました。 

また、投資その他の資産は31億70百万円となり、６百万円増加いたしました。  

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は32億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億46百万

円減少いたしました。 

流動負債は17億49百万円となり、11億80百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金が

２億61百万円、未払法人税等が５億68百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は14億54百万円となり、33百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は87億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円減少

いたしました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の66.9％から73.3％となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績は低調に推移したものの、第２四半期以降は受注の回復が見込まれ

ることから、当連結会計年度（平成24年３月期）の業績見通しにつきましては、平成23年４月22日公表

の数値と変更は無く、連結売上高170億円、連結営業利益９億円、連結経常利益９億60百万円、連結当

期純利益４億80百万円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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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) 当第１四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：千円)

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 3,779,210 3,315,343

受取手形及び売掛金 3,064,084 2,230,937

有価証券 358,481 358,554

商品及び製品 8,330 14,459

仕掛品 182,550 346,534

原材料及び貯蔵品 2,736 12,350

その他 790,830 610,879

貸倒引当金 △19,073 △15,671

流動資産合計 8,167,151 6,873,388

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,726,786 1,727,461

減価償却累計額 △902,828 △917,981

建物及び構築物（純額） 823,957 809,480

工具、器具及び備品 709,665 824,626

減価償却累計額 △495,885 △513,149

工具、器具及び備品（純額） 213,780 311,476

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 6,082 6,082

有形固定資産合計 1,534,226 1,617,444

無形固定資産   

のれん 28,909 25,440

その他 248,625 295,854

無形固定資産合計 277,534 321,294

投資その他の資産   

投資有価証券 1,947,367 1,959,052

その他 1,216,958 1,211,812

投資その他の資産合計 3,164,325 3,170,865

固定資産合計 4,976,086 5,109,605

資産合計 13,143,238 11,982,993
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(単位：千円)

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 832,173 571,130

未払法人税等 601,039 32,996

その他 1,496,731 1,145,596

流動負債合計 2,929,943 1,749,722

固定負債   

退職給付引当金 1,411,794 1,447,131

長期未払金 2,720 1,610

その他 6,070 5,384

固定負債合計 1,420,585 1,454,126

負債合計 4,350,528 3,203,849

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,777,043

利益剰余金 5,997,387 5,973,305

自己株式 △416,316 △416,360

株主資本合計 9,239,982 9,215,855

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228,545 239,106

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

その他の包括利益累計額合計 △447,272 △436,711

純資産合計 8,792,709 8,779,144

負債純資産合計 13,143,238 11,982,993
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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：千円)

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 3,955,934 3,820,902

売上原価 3,086,279 3,052,693

売上総利益 869,654 768,209

販売費及び一般管理費 656,515 645,711

営業利益 213,139 122,497

営業外収益   

受取利息 1,777 1,705

受取配当金 8,734 13,385

不動産賃貸料 3,131 2,603

受取保険金 － 7,680

保険事務手数料 1,683 1,934

その他 4,264 5,535

営業外収益合計 19,591 32,843

営業外費用   

不動産賃貸費用 7,081 6,803

持分法による投資損失 439 2,080

その他 1,188 2,316

営業外費用合計 8,708 11,200

経常利益 224,022 144,140

特別利益   

投資有価証券売却益 35,307 －

貸倒引当金戻入額 2,512 －

特別利益合計 37,820 －

特別損失   

固定資産除売却損 1,291 －

投資有価証券評価損 66,360 －

特別損失合計 67,651 －

税金等調整前四半期純利益 194,191 144,140

法人税、住民税及び事業税 69,480 11,108

法人税等調整額 18,321 64,129

法人税等合計 87,801 75,238

少数株主損益調整前四半期純利益 106,389 68,902

少数株主損失（△） △1,041 －

四半期純利益 107,431 68,902

情報技術開発（9638） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

7



 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：千円)

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 106,389 68,902

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,035 10,561

その他の包括利益合計 △42,035 10,561

四半期包括利益 64,354 79,463

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,395 79,463

少数株主に係る四半期包括利益 △1,041 －
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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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