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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 3,863 6.2 419 102.4 432 112.5 251 △27.8

23年3月期第1四半期 3,636 △28.4 207 △77.6 203 △78.9 348 △34.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 415百万円 （6.3％） 23年3月期第1四半期 390百万円 （―％）

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 807.48 ―

23年3月期第1四半期 1,110.75 ―

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 17,100 13,018 76.1
23年3月期 16,630 12,734 76.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,018百万円 23年3月期  12,734百万円

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 ― 130.00 ― 420.00 550.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 160.00 ― 160.00 320.00

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) 6,940 5.1 278 7.3 311 10.7 110 △70.5 353.04
通期 13,670 5.0 602 3.5 650 2.2 274 △51.9 879.38



(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２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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。 
   詳細は、添付資料２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。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続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、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
の実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

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   ：  有

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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 324,000 株 23年3月期 324,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 12,417 株 23年3月期 12,417 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 311,583 株 23年3月期1Q 313,583 株
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）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） 

 一部の連結子会社は、当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する方法を採用

しております。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 当社グループは、従来、有形固定資産については主として定率法を採用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

 この変更は、親会社である富士ソフト株式会社が有形固定資産の減価償却方法を定率法から

定額法に変更することに伴い、親子会社間の会計処理を統一するため、また、当社グループの

保有資産を見直した結果、一定期間安定的に使用される資産が大部分を占めており、減価償却

費の期間配分を平準化できる定額法がより経営の実態を適切に表していると判断したことか

ら、変更したものであります。 

 この変更により、従来の方法と比較して、当第１四半期連結累計期間の減価償却費は6,071

千円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ6,071千円増

加しております。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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 2,306,937 2,133,340

受取手形及び売掛金 3,212,048 3,144,550

有価証券 123,308 119,685

商品及び製品 74,960 77,627

仕掛品 4,689 38,573

原材料及び貯蔵品 7,430 4,276

短期貸付金 1,300,000 3,000,000

その他 1,186,563 1,118,736

貸倒引当金 △2,878 △2,848

流動資産合計 8,213,060 9,633,942

固定資産   

有形固定資産 321,759 329,515

無形固定資産   

のれん 3,496,005 3,564,999

その他 448,747 422,856

無形固定資産合計 3,944,752 3,987,855

投資その他の資産   

投資有価証券 3,675,763 2,695,653

その他 491,979 471,532

貸倒引当金 △16,721 △17,543

投資その他の資産合計 4,151,021 3,149,642

固定資産合計 8,417,533 7,467,012

資産合計 16,630,593 17,100,955
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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   

買掛金 1,411,357 1,561,683

未払法人税等 239,717 152,519

賞与引当金 292,724 147,209

役員賞与引当金 17,250 5,520

その他 1,349,391 1,605,482

流動負債合計 3,310,440 3,472,414

固定負債   

退職給付引当金 547,894 566,548

その他 37,986 43,327

固定負債合計 585,880 609,875

負債合計 3,896,320 4,082,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 995,000 995,000

資本剰余金 909,000 909,000

利益剰余金 12,007,644 12,128,378

自己株式 △781,567 △781,567

株主資本合計 13,130,077 13,250,810

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △217,500 △191,985

繰延ヘッジ損益 9,130 △10,672

為替換算調整勘定 △187,434 △29,487

その他の包括利益累計額合計 △395,804 △232,145

純資産合計 12,734,272 13,018,665

負債純資産合計 16,630,593 17,100,955

サイバネットシステム株式会社　（４３１２）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－　4　－



（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 3,636,160 3,863,195

売上原価 2,192,547 2,215,097

売上総利益 1,443,613 1,648,098

販売費及び一般管理費 1,236,369 1,228,729

営業利益 207,243 419,369

営業外収益   

受取利息 2,673 5,431

助成金収入 8,286 17,785

その他 5,421 2,856

営業外収益合計 16,382 26,073

営業外費用   

売上割引 72 48

為替差損 19,960 12,811

営業外費用合計 20,033 12,860

経常利益 203,591 432,582

特別利益   

投資有価証券売却益 － 40,997

特別利益合計 － 40,997

特別損失   

固定資産売却損 545 －

固定資産除却損 1,353 －

特別損失合計 1,899 －

税金等調整前四半期純利益 201,692 473,579

法人税、住民税及び事業税 △30,726 118,864

法人税等調整額 △115,892 103,116

法人税等合計 △146,618 221,980

少数株主損益調整前四半期純利益 348,311 251,598

少数株主利益 － －

四半期純利益 348,311 251,598
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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：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 348,311 251,598

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △174,767 25,515

繰延ヘッジ損益 △15,803 △19,803

為替換算調整勘定 232,811 157,947

その他の包括利益合計 42,239 163,659

四半期包括利益 390,551 415,257

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 390,551 415,257

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   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。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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。 
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