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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 2,185 △6.0 △95 ― △105 ― △167 ―
23年3月期第1四半期 2,324 3.3 △114 ― △189 ― △106 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △170百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △90百万円 （―％）

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 △11.94 ―
23年3月期第1四半期 △7.62 ―

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 11,764 9,371 79.7
23年3月期 12,929 9,667 74.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,371百万円 23年3月期  9,667百万円

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 ― 9.00 9.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 9.00 9.00

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) 5,140 0.2 40 ― 55 ― 70 ― 5.00
通期 10,850 3.1 370 145.5 400 140.5 370 ― 26.44



(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） 

※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、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 
 業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこ
れらの予想数値とは異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページの「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照く
ださい。 

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 13,996,322 株 23年3月期 13,996,322 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,212 株 23年3月期 1,212 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 13,995,110 株 23年3月期1Q 13,996,495 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の売上高は、主力のソフトウェア開発事業を中心に売上高が伸びなかったことなど

から、21億８千５百万円（前年同四半期比6.0％減）となりました。 

 利益につきましては、オリジナルパッケージ開発及び販売事業で収支が改善したものの、営業損失は９千５百

万円（前年同四半期 営業損失１億１千４百万円）、経常損失は１億５百万円（前年同四半期 経常損失１億８

千９百万円）、四半期純損失は１億６千７百万円（前年同四半期 四半期純損失１億６百万円）となりました。 

  

 報告セグメント別の概況は次のとおりです。 

  

① ソフトウェア開発事業 

〔業務アプリケーション分野〕 

 通信や一般企業向けの案件が伸びず、また、金融機関向けの案件が縮小傾向にあったことから、売上高を

伸ばすことができませんでした。 

〔組込ソフトウェア分野〕 

 移動体通信機器関連は、スマートフォン対応の開発案件を中心に売上高を伸ばしました。 

  

 これらの結果、当事業の売上高は14億７千４百万円（前年同四半期比5.4％減）、営業損失は７千３百万円

（前年同四半期 営業損失７千２百万円）となりました。 

  

② ネットワーク機器・システム商品販売事業 

 震災の影響に伴う手控えにより法人案件を確保することができず、また、文教関連からの受注も低調に推移し

たため、当事業の売上高は３億１千万円（前年同四半期比10.2％減）、営業損失は３百万円（前年同四半期 営

業利益１千２百万円）となりました。 

  

③ オリジナルパッケージ開発及び販売事業 

〔ＯＣＲソフト関連〕 

 複合機向けライセンス販売は落ち込んだものの、帳票ＯＣＲソリューションや「やさしく名刺ファイリン

グ」などのコンシューマ向けパッケージは、順調に推移しました。 

〔Natureシリーズ〕 

 主力製品「DataNature/E」を中心とした新規案件の拡販が滞ったことにより、売上高を伸ばすことができ

ませんでした。 

〔マンション管理システム〕 

 大口案件の受注などにより売上高は伸びたものの、利益の確保には至りませんでした。 

  

 これらの結果、当事業の売上高は２億８千２百万円（前年同四半期比0.6％減）、営業損失は１千６百万円

（前年同四半期 営業損失５千６百万円）となりました。 

  

④ ハードウェア組立事業 

 主要顧客からの受注が減少したため、当事業の売上高は１億１千３百万円（前年同四半期比12.8％減）、営業

損失は６百万円（前年同四半期 営業損失３百万円）となりました。 

  

⑤ 不動産賃貸事業 

 当事業の売上高は４百万円（前年同四半期比23.4％減）、営業利益は３百万円（前年同四半期比14.1％減）と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 流動資産は、売掛金が回収に伴い減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億８千３百万円減少

し、81億４千万円となりました。 

 固定資産は、投資有価証券が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ８千２百万円減少し、36億２

千４百万円となりました。 

 流動負債は、短期借入金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ８億７千１百万円減少し、11億

７千５百万円となりました。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、12億１千７百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 純資産は、配当金の支払いや四半期純損失の計上に伴い利益剰余金が減少したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ２億９千６百万円減少し、93億７千１百万円となりました。 

  

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ11億６千５百万円減少し、117

億６千４百万円となりました。 

 なお、自己資本比率は4.9％上昇し、79.7％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  

報告セグメント別の見通しは次のとおりです。 

  

① ソフトウェア開発事業 

〔業務アプリケーション分野〕 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データとの業務提携を推進することで受注の拡大を図るとともに、他の法人

向けの案件の獲得に邁進してまいります。 

〔組込ソフトウェア分野〕 

 スマートフォンに代表されるモバイル端末関連の開発案件のほか、第三者検証サービスにも注力してまい

ります。 

  

② ネットワーク機器・システム商品販売事業 

 文教関連への営業を推し進め受注の獲得を図るとともに、ソリューション営業を展開して徹底した案件の掘り

起こしを図ってまいります。 

  

③ オリジナルパッケージ開発及び販売事業 

〔ＯＣＲソフト関連〕 

 帳票ＯＣＲソリューションは医療向け、文教向けなどの営業を推進し、活字ＯＣＲソリューションは連携

販売をより推し進め、また、コンシューマ向けはリアルタイム活字文字認識アプリケーション「もじかめ」

などの、スマートフォン版アプリケーションの拡販にとりかかってまいります。 

〔Natureシリーズ〕  

 他社製品との連携推進やセミナーの開催により新規案件の獲得を図るとともに、ターゲットを絞り込んだ

営業を推進致します。 

〔マンション管理システム〕 

 受注済みの案件を確実に納入していくとともに、内製化や稼働管理を徹底し収支の改善と体制の強化を図

り、新たな案件の受注獲得に向けて営業活動を推進してまいります。 

  

④ ハードウェア組立事業 

 主要顧客からの受注の拡大を図るとともに、諸経費の圧縮を徹底して利益の確保に努めます。 

  

⑤ 不動産賃貸事業 

 引き続き、現有資産を活用して事業を進めてまいります。 

  

 なお、平成23年５月６日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、変更し

ておりません。  
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（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 

該当事項はありません。 

  

（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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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 1,636,564 1,651,032

受取手形及び売掛金 2,365,862 1,582,393

有価証券 － 21,625

商品及び製品 30,590 7,342

仕掛品 109,935 333,986

原材料及び貯蔵品 24,262 28,719

繰延税金資産 190,006 152,737

関係会社預け金 4,700,832 4,208,506

その他 166,750 155,000

貸倒引当金 △1,334 △1,215

流動資産合計 9,223,470 8,140,127

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,366,609 1,366,552

減価償却累計額 △1,021,472 △1,026,321

建物及び構築物（純額） 345,136 340,231

機械装置及び運搬具 10,972 10,972

減価償却累計額 △10,185 △10,268

機械装置及び運搬具（純額） 787 703

工具、器具及び備品 147,192 147,555

減価償却累計額 △124,443 △126,076

工具、器具及び備品（純額） 22,749 21,478

レンタル資産 46,437 46,437

減価償却累計額 △46,437 △46,437

レンタル資産（純額） 0 0

土地 570,061 570,061

リース資産 19,975 19,975

減価償却累計額 △6,378 △7,483

リース資産（純額） 13,596 12,491

有形固定資産合計 952,330 944,966

無形固定資産   

ソフトウエア 80,285 75,351

ソフトウエア仮勘定 153,508 177,543

その他 36,151 35,869

無形固定資産合計 269,945 288,764

投資その他の資産   

投資有価証券 1,212,211 1,152,562

敷金及び保証金 312,659 311,374

長期預金 600,000 600,000

繰延税金資産 35,718 29,220

その他 335,270 309,237

貸倒引当金 △11,879 △11,879

投資その他の資産合計 2,483,980 2,390,517

固定資産合計 3,706,257 3,624,247

資産合計 12,929,727 11,764,375
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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 459,430 323,764

短期借入金 714,472 57,808

リース債務 2,853 2,853

未払金 113,358 121,596

未払法人税等 92,934 26,610

未払賞与 306,263 190,247

賞与引当金 55,043 76,121

役員賞与引当金 7,150 10,312

返品引当金 15,483 14,095

資産除去債務 404 －

その他 280,039 352,574

流動負債合計 2,047,432 1,175,984

固定負債   

リース債務 14,030 13,316

再評価に係る繰延税金負債 23,462 23,462

退職給付引当金 1,081,019 1,084,691

資産除去債務 3,705 3,726

その他 92,091 92,091

固定負債合計 1,214,308 1,217,288

負債合計 3,261,741 2,393,272

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,222,425 4,222,425

資本剰余金 3,505,591 3,505,591

利益剰余金 2,193,081 1,900,055

自己株式 △312 △312

株主資本合計 9,920,785 9,627,759

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △76,445 △80,303

土地再評価差額金 △176,353 △176,353

その他の包括利益累計額合計 △252,798 △256,656

純資産合計 9,667,986 9,371,103

負債純資産合計 12,929,727 11,764,375
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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：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 2,324,556 2,185,038

売上原価 1,728,727 1,611,264

売上総利益 595,828 573,774

販売費及び一般管理費 710,737 669,721

営業損失（△） △114,908 △95,947

営業外収益   

受取利息 3,692 8,068

受取配当金 6,569 4,998

助成金収入 18,472 10,799

負ののれん償却額 6,726 －

雑収入 5,837 3,289

営業外収益合計 41,298 27,155

営業外費用   

支払利息 3,395 1,786

投資有価証券評価損 110,895 32,143

遊休資産管理費用 1,624 1,097

雑損失 － 1,826

営業外費用合計 115,914 36,854

経常損失（△） △189,524 △105,645

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,044 －

特別利益合計 11,044 －

特別損失   

有形固定資産除却損 366 148

投資有価証券評価損 52,306 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,434 －

特別損失合計 57,107 148

税金等調整前四半期純損失（△） △235,587 △105,793

法人税、住民税及び事業税 19,447 17,509

法人税等調整額 △148,400 43,766

法人税等合計 △128,952 61,275

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △106,634 △167,069

四半期純損失（△） △106,634 △167,069

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △106,634 △167,069

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,965 △3,858

その他の包括利益合計 15,965 △3,858

四半期包括利益 △90,669 △170,927

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △90,669 △170,927

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。  

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失と調整を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 
  

調整額 
  

四半期連結

損益及び包括

利益計算書 
計上額 
（注） 

ソフトウェア 
開発事業 

ネットワー

ク機器・シ

ステム商品

販売事業 

オリジナルパ

ッケージ開発

及び販売事業

ハードウェア
組立事業 

不動産賃貸

事業 

売上高                 

外部顧客への売上高  1,558,654  345,145  283,783  130,511  6,461  2,324,556  －  2,324,556

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－  497  23 －  7,556  8,077  △8,077  －

計  1,558,654  345,642  283,807  130,511  14,018  2,332,634  △8,077  2,324,556

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 △72,109  12,927  △56,125  △3,708  4,106  △114,908  －  △114,908

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 
  

調整額 
  

四半期連結

損益及び包括

利益計算書 
計上額 
（注） 

ソフトウェア 
開発事業 

ネットワー

ク機器・シ

ステム商品

販売事業 

オリジナルパ

ッケージ開発

及び販売事業

ハードウェア
組立事業 

不動産賃貸

事業 

売上高    

外部顧客への売上高  1,474,066  310,058  282,102  113,862  4,948  2,185,038  －  2,185,038

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  227  1,658  266  7,763  9,914  △9,914  －

計  1,474,066  310,285  283,760  114,128  12,711  2,194,953  △9,914  2,185,038

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 △73,596  △3,099  △16,406  △6,371  3,527  △95,947  －  △95,947

（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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