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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 4,722 2.7 141 ― 114 ― 28 ―
23年3月期第1四半期 4,597 △7.6 △81 ― △82 ― △112 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 32百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △153百万円 （―％）

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 2.20 1.70
23年3月期第1四半期 △7.89 ―

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 20,776 8,185 36.1
23年3月期 19,870 8,322 38.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,500百万円 23年3月期  7,625百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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) 10,360 4.2 400 23.5 310 4.4 130 152.5 9.98
通期 21,300 4.9 1,130 32.6 990 21.8 500 113.9 38.37



(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P.2「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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

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 15,235,840 株 23年3月期 15,235,840 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,204,840 株 23年3月期 2,204,840 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 13,031,000 株 23年3月期1Q 14,212,157 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（平成23年４月１日から平成23年６月30日）におけるわが国経済は、本年３月11日に

発生した東日本大震災の影響による直接的な被害に加え、サプライチェーンの寸断など自動車業界をはじめとする

製造業に深刻な影響が出ました。また、原子力発電所事故に起因した電力供給不足など懸念すべき問題も多く、先

行き不透明な状況が継続しております。 

 当社グループが属する情報サービス業界は、震災の影響により企業がIT投資に対して慎重な姿勢を強めるなど厳

しい状況となりました。一方で、災害対策としてデータセンターやクラウドサービス利用の関心が高まっておりま

す。 

 このような環境下、当社グループは継続して顧客企業とのリレーション強化を図るとともに、新規顧客開拓に注

力いたしました。特に企業のIT利用形態が「所有」から「利用」へと変化する中で、データセンターを活用したIT

マネージドサービスやクラウドサービスなどストックビジネスの拡大を積極的に図りました。 

 その結果、売上高は情報処理サービスおよびシステム開発サービスが堅調に推移し、4,722百万円（前年同四半

期連結累計期間比2.7％増）となりました。  

 利益面につきましては、売上高の増加、データセンターの稼働率向上、システム開発の生産性向上によるコスト

改善、販売費及び一般管理費の低減により、営業利益は141百万円（前年同四半期連結累計期間は81百万円の営業

損失）、経常利益は114百万円（前年同四半期連結累計期間は82百万円の経常損失）、四半期純利益は28百万円

（前年同四半期連結累計期間は112百万円の四半期純損失）となりました。  

  

当第１四半期連結累計期間におけるサービス別売上高の状況は以下のとおりです。  

[情報処理サービス]  

 データセンターを活用したITマネージドサービスやクラウドサービスで売上を伸ばした結果、1,858百万円（前

年同四半期連結累計期間比2.2％増）となりました。 

  

[システム開発サービス]  

 IT市場全体は震災の影響等もあり縮小傾向であったものの、新規顧客開拓が進み複数の案件を受注した結果、

2,667百万円（同2.6％増）となりました。  

  

[システム機器販売]  

 金融業向けのシステム構築に付随した機器販売が増加した結果、196百万円（同9.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は20,776百万円となり、前連結会計年度末比906百万円の増加とな

りました。その主な要因は有形固定資産の増加および仕掛品の増加等があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,185百万円となり、自己資本比率は36.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初予定通りに推移しており、平成23年５月10日に公表いたしました第

２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更はありません。  

  

（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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 2,297,263 2,718,582

受取手形及び売掛金 3,492,857 3,081,287

商品及び製品 23,261 68,426

仕掛品 94,833 284,222

原材料及び貯蔵品 23,619 25,390

その他 666,785 672,381

貸倒引当金 △5,745 △6,368

流動資産合計 6,592,875 6,843,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,789,931 6,962,982

土地 3,507,614 3,507,614

その他（純額） 1,310,756 864,612

有形固定資産合計 10,608,302 11,335,209

無形固定資産   

のれん 75,637 41,227

その他 752,121 722,506

無形固定資産合計 827,758 763,734

投資その他の資産   

その他 1,884,452 1,877,073

貸倒引当金 △50,360 △49,736

投資その他の資産合計 1,834,092 1,827,336

固定資産合計 13,270,153 13,926,280

繰延資産 7,895 6,784

資産合計 19,870,923 20,776,987



（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 526,762 516,603

短期借入金 2,469,320 2,862,662

未払法人税等 71,103 81,458

賞与引当金 560,012 237,304

工事損失引当金 2,353 4,186

資産除去債務 4,209 467

その他 1,567,031 1,708,204

流動負債合計 5,200,792 5,410,886

固定負債   

社債 950,000 950,000

長期借入金 4,205,420 5,009,880

退職給付引当金 621,430 623,755

資産除去債務 40,323 40,174

その他 530,946 556,969

固定負債合計 6,348,120 7,180,779

負債合計 11,548,912 12,591,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,353,189

利益剰余金 2,224,106 2,096,456

自己株式 △1,147,453 △1,147,453

株主資本合計 7,633,836 7,506,185

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,044 △5,655

その他の包括利益累計額合計 △8,044 △5,655

少数株主持分 696,219 684,790

純資産合計 8,322,011 8,185,321

負債純資産合計 19,870,923 20,776,987



（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 4,597,179 4,722,654

売上原価 3,657,254 3,598,559

売上総利益 939,924 1,124,095

販売費及び一般管理費 1,021,143 982,587

営業利益又は営業損失（△） △81,218 141,507

営業外収益   

受取利息 85 28

受取配当金 2,505 2,556

助成金収入 30,359 1,019

その他 12,673 6,691

営業外収益合計 45,624 10,296

営業外費用   

支払利息 29,702 25,033

持分法による投資損失 10,099 8,061

その他 7,468 4,027

営業外費用合計 47,270 37,123

経常利益又は経常損失（△） △82,864 114,681

特別利益   

固定資産売却益 － 3

前期損益修正益 1,458 －

特別利益合計 1,458 3

特別損失   

災害による損失 － 12,006

固定資産除却損 2,108 135

退職特別加算金 32,048 －

事務所移転費用 24,260 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,479 －

特別損失合計 64,897 12,141

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△146,303 102,543

法人税等 △19,252 72,812

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△127,051 29,731

少数株主利益又は少数株主損失（△） △14,858 1,009

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,193 28,721



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△127,051 29,731

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,607 2,289

その他の包括利益合計 △26,607 2,289

四半期包括利益 △153,658 32,020

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △138,370 31,116

少数株主に係る四半期包括利益 △15,287 904



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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