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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 1,981 △12.3 96 △43.7 99 △40.6 37 △18.3
23年3月期第1四半期 2,257 6.3 170 92.1 167 49.5 46 △18.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 34百万円 （16.4％） 23年3月期第1四半期 29百万円 （―％）

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 5.05 ―
23年3月期第1四半期 6.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 5,257 3,839 72.7 509.55
23年3月期 5,680 3,930 68.9 521.51
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,822百万円 23年3月期  3,911百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 17.00 17.00

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) 4,500 △4.3 335 △9.2 345 △6.2 160 235.4 21.33
通期 9,300 1.5 665 0.4 675 0.5 350 68.2 46.70



(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） 

※平成23年３月31日現在の株主に対し平成23年４月１日付けをもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割をしております。 

※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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．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仮定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、（添付資
料）２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
２．平成23年３月31日現在の株主に対し平成23年４月１日付けをもって、普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割をしております。なお、「３．平成24年３月期
の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
四半期決算短信補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

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   ：  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 7,639,920 株 23年3月期 7,639,920 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 139,075 株 23年3月期 138,925 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,500,894 株 23年3月期1Q 7,599,163 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って経済環境

が激変し、震災の影響が強く残る中で推移いたしました。東北地区の産業や生産拠点は津波により甚大な物的損害

を被ったことに加え、その後の電力不足及び原発事故による放射性物質の問題では、一時的な買い溜めや消費の自

粛、節電や風評被害といった形で心理的にも大きな影響を与え、生産活動の急激な落ち込みや失業率の上昇を招く

等、日本経済を取り巻く環境は不透明な状況が続きました。  

 情報サービス業界におきましても、顧客企業においては震災により直接的被害を受けた設備の復旧や生産ライン

の再構築等、復興対策を優先実施したことに伴い、一時的に顧客のＩＴ投資が抑制され、需要の減少と企業間競争

の激化による価格低下が進む等、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大に努めるととも

に、プロジェクトのリスク管理の徹底や品質の向上、コスト適正化による収益構造の改善や経営効率の向上等を図

ってまいりましたが、厳しい受注動向や一部のプロジェクトにおいて採算が低下する等の影響により減収減益とな

りました。 

 その結果、当社グループの売上高は1,981百万円（前年同期比12.3％減）となりました。また、営業利益は96百

万円（同43.7％減）、経常利益は99百万円（同40.6％減）、四半期純利益は37百万円（同18.3％減）となりまし

た。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は4,273百万円となり、前連結会計年度末に比べ413百万円減少い

たしました。これは主に売上債権が239百万円、現金及び現金同等物が82百万円減少したことによるものです。 

 この結果、総資産は、5,257百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は1,033百万円となり、前連結会計年度末に比べ291百万円減少い

たしました。これは主に法人税等が143百万円減少したこと及び賞与引当金が99百万円減少したことによるもので

す。固定負債は383百万円となり、前連結会計年度末に比べ40百万円減少いたしました。これは退職給付引当金が

29百万円、役員退職慰労引当金が11百万円減少したことによるものです。 

 この結果、負債合計は、1,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ332百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は3,839百万円となり、前連結会計年度末に比べ90百万円減少

いたしました。これは主に剰余金の配当125百万円の減少及び四半期純利益37百万円の増加によるものです。 

 この結果、自己資本比率は72.7％（前連結会計年度末は68.9％）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く厳しい環境は依然として継続しておりますが、第２四半期以降は金融業の受注が回復基

調になると見込まれること及び流通業・通信業においても受注が引き続き堅調に推移することを見込んでおり、主

要３業種を中心に受注拡大を図り、売上高・利益の確保に努めてまいります。したがって、連結業績予想につきま

しては、前回発表（平成23年４月28日）の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありませ

ん。 

 なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する

さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：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 2,545,687 2,463,154

売掛金 1,538,838 1,299,016

有価証券 350,000 300,000

仕掛品 53,915 49,340

その他 199,179 162,500

貸倒引当金 △487 △244

流動資産合計 4,687,133 4,273,767

固定資産   

有形固定資産 101,752 98,659

無形固定資産 3,624 3,611

投資その他の資産 888,333 881,468

固定資産合計 993,710 983,739

資産合計 5,680,844 5,257,507

負債の部   

流動負債   

買掛金 397,954 328,652

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 149,480 5,987

賞与引当金 220,647 120,834

その他 277,486 298,171

流動負債合計 1,325,568 1,033,646

固定負債   

退職給付引当金 189,092 159,931

役員退職慰労引当金 197,728 185,903

資産除去債務 37,886 38,065

固定負債合計 424,707 383,900

負債合計 1,750,276 1,417,546

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,503,051 2,415,917

自己株式 △75,085 △75,162

株主資本合計 3,904,962 3,817,752

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,827 12,499

為替換算調整勘定 △7,919 △8,189

その他の包括利益累計額合計 6,908 4,310

少数株主持分 18,696 17,898

純資産合計 3,930,568 3,839,960

負債純資産合計 5,680,844 5,257,507
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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 2,257,978 1,981,151

売上原価 1,870,621 1,672,005

売上総利益 387,356 309,145

販売費及び一般管理費 216,492 212,987

営業利益 170,864 96,157

営業外収益   

受取利息 1,462 402

受取配当金 5,015 3,826

その他 553 2,104

営業外収益合計 7,030 6,334

営業外費用   

支払利息 942 943

支払手数料 997 997

投資有価証券評価損 8,409 1,194

その他 214 26

営業外費用合計 10,564 3,162

経常利益 167,330 99,329

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,255 －

特別利益合計 2,255 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,533 －

投資有価証券評価損 51,565 －

特別損失合計 73,098 －

税金等調整前四半期純利益 96,487 99,329

法人税等合計 50,664 62,223

少数株主損益調整前四半期純利益 45,823 37,106

少数株主損失（△） △548 △776

四半期純利益 46,371 37,882
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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 45,823 37,106

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,857 △2,327

為替換算調整勘定 △330 △293

その他の包括利益合計 △16,188 △2,621

四半期包括利益 29,634 34,484

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,247 35,284

少数株主に係る四半期包括利益 △612 △799
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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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