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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 3,834 △4.9 162 △7.9 168 △14.4 91 △10.4
23年3月期第1四半期 4,030 △4.1 176 △30.5 197 △19.3 101 1.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 103百万円 （17.9％） 23年3月期第1四半期 88百万円 （―％）

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 12.27 ―
23年3月期第1四半期 13.70 ―

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 8,336 6,146 71.4
23年3月期 9,279 6,187 64.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,956百万円 23年3月期  5,999百万円

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 ― 19.00 19.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 21.00 21.00

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) 8,180 1.7 290 △30.9 290 △35.9 150 △36.1 20.19
通期 16,500 0.3 900 7.2 900 0.8 500 11.8 67.32



(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
四半期連結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、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績等は、業況
の変化等により、これらの予想数値と異なる場合があります。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］Ｐ．３「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。 

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 8,029,535 株 23年3月期 8,029,535 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 601,771 株 23年3月期 601,694 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,427,780 株 23年3月期1Q 7,428,091 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～平成23年６月30日）における日本経済は、長引く景気の低迷に

加えて、３月に発生した東日本大震災の影響から、顧客の事業活動の縮小やＩＴ投資抑制が進み、引き続き厳しい

状況が続いております。 

 経済産業省が実施する「特定サービス産業動態統計調査」（平成23年７月15日発表）によりますと、情報サービ

ス産業の売上高は、平成21年６月から平成23年５月まで長期にわたりマイナス成長が続いております。このような

環境のもと、当社グループは、引き続き人材育成を 優先課題に取り組むとともに、グループ経営資源の共有と活

用による業務効率化、既存顧客へのグループ横断的な営業展開を積極的に行ってまいりました。 

 この結果、主要事業のシステム運営管理事業においては、顧客からの値下げ要請が一部に見られたものの、潜在

ニーズの発掘および付加価値サービスへの転換により、ほぼ前年同期並みの売上を確保しました。しかしながら、

顧客のＩＴ投資抑制の影響によるソフトウエア開発事業の受注不振、およびセキュリティ業務において前年同期に

大口契約を受注した反動減などの影響により、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、38億

34百万円（前年同期比4.9％減）となりました。 

 収益面におきましては、グループを挙げて業務プロセスの改善による生産性の向上に取り組んでまいりました

が、減収に伴う減益のほか、顧客からの値下げ要請等により、収益の回復には至らず、営業利益は１億62百万円

（同7.9％減）、経常利益は１億68百万円（同14.4％減）、四半期純利益は91百万円（同10.4％減）となりまし

た。 

  

なお、当社グループの当第１四半期連結累計期間における報告セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

  

① システム運営管理 

企業のＩＴ投資抑制が続く中、システム運営管理業務のアウトソーシング化の需要を捉えたことにより、売上高は

24億49百万円（同0.6％減）とほぼ前年同期並みを確保しました。 

② ソフトウエア開発 

顧客のＩＴ投資抑制の影響を受け、既存顧客における開発案件の受注が低調に推移したことから、売上高は11億52

百万円（同9.3％減）となりました。 

③ その他 

セキュリティ業務において前年同期に大口契約を受注した反動減などから、売上高は２億33百万円（同21.6％減）

となりました。 

（注）当社グループは、従来、「システム運営管理」、「ソフトウエア開発」、「データ入力」の３つを報告セグ

メントとしておりましたが、データ入力事業の重要性が低下したことにより、当第１四半期連結会計期間より、

「システム運営管理」、「ソフトウエア開発」の２つに変更しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

財政状態の変動状況 

(資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、現金及び預金の減少３億22百万円および売上債権の減少５億60百

万円などにより、前連結会計年度末の92億79百万円から９億42百万円減少し83億36百万円となりました。  

(負債の部) 

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は、仕入債務の減少42百万円、有利子負債の減少３億75百万円および

賞与引当金の減少４億60百万円などにより、前連結会計年度末の30億91百万円から９億１百万円減少し21億89百

万円となりました。 

(純資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益91百万円および配当金の支払による減少１億41百

万円などにより、前連結会計年度末の61億87百万円から40百万円減少し61億46百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 日本経済の景気低迷に加え、３月に発生した東日本大震災の影響もあり、顧客の事業活動の縮小やＩＴ投資抑

制、電力供給不足の影響を受けた生産性の低下などが引き続き懸念されることから、事業環境は依然として厳しい

と予想しております。 

 このような状況においても、当社グループは事業環境悪化の影響を 小限に抑えるべく、主力のシステム運営管

理業務をさらに強化すると同時に、これまで推進してまいりました「ＢＯＯ（注1）戦略」、「グローバル戦

略」、「プラットフォーム系開発業務（注2）の拡大」にいっそう注力してまいります。現時点で平成23年４月28

日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

（注１）：ＢＯＯ（ビジネスオペレーションズアウトソーシング）とは、一つの顧客に対し、ソフトウエア開発か

らシステム運営管理、ＢＰＯまで、複数のサービスを提供することです。 

（注２）：プラットフォーム系開発業務とは、ハードウエア、ＯＳ、ミドルウエアの機能を 適な手段で活用し、

低コスト高信頼性のシステム稼働環境を設計・構築するサービスです。 
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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 2,012,863 1,689,914

受取手形及び売掛金 2,763,462 2,202,530

仕掛品 19,042 59,711

その他 412,837 344,233

貸倒引当金 △1,329 △1,329

流動資産合計 5,206,876 4,295,060

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,686,795 1,686,795

その他（純額） 638,390 625,844

有形固定資産合計 2,325,186 2,312,640

無形固定資産   

のれん 416,413 396,793

ソフトウエア 64,251 60,509

その他 24,325 24,842

無形固定資産合計 504,990 482,145

投資その他の資産 1,242,043 1,246,566

固定資産合計 4,072,220 4,041,353

資産合計 9,279,096 8,336,414
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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 238,561 196,496

短期借入金 780,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 41,150 16,100

未払法人税等 162,788 11,197

賞与引当金 596,746 136,231

役員賞与引当金 20,835 4,101

受注損失引当金 － 176

その他 579,904 726,791

流動負債合計 2,419,986 1,521,095

固定負債   

退職給付引当金 573,703 573,640

役員退職慰労引当金 3,575 2,921

その他 94,025 91,920

固定負債合計 671,304 668,481

負債合計 3,091,291 2,189,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 592,344 592,344

資本剰余金 545,593 545,593

利益剰余金 5,340,738 5,290,770

自己株式 △429,696 △429,737

株主資本合計 6,048,979 5,998,971

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △38,219 △33,481

為替換算調整勘定 △11,335 △9,335

その他の包括利益累計額合計 △49,554 △42,816

少数株主持分 188,379 190,681

純資産合計 6,187,805 6,146,837

負債純資産合計 9,279,096 8,336,414
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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 4,030,358 3,834,285

売上原価 3,246,381 3,108,109

売上総利益 783,976 726,176

販売費及び一般管理費 607,277 563,517

営業利益 176,699 162,659

営業外収益   

受取利息 587 579

受取配当金 9,887 10,051

助成金収入 9,277 5,793

その他 22,329 9,329

営業外収益合計 42,083 25,754

営業外費用   

支払利息 1,972 1,557

コミットメントライン手数料 16,975 16,997

その他 2,368 913

営業外費用合計 21,316 19,467

経常利益 197,465 168,945

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 1,000 －

特別損失   

固定資産売却損 11 －

投資有価証券評価損 6,516 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,853 －

特別損失合計 16,380 －

税金等調整前四半期純利益 182,084 168,945

法人税、住民税及び事業税 3,398 2,497

法人税等調整額 83,429 69,189

法人税等合計 86,828 71,686

少数株主損益調整前四半期純利益 95,256 97,258

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,540 6,097

四半期純利益 101,797 91,161
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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 95,256 97,258

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,494 4,706

為替換算調整勘定 387 2,000

その他の包括利益合計 △7,107 6,707

四半期包括利益 88,149 103,965

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95,742 97,900

少数株主に係る四半期包括利益 △7,593 6,065
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

     当社は、平成23年７月29日開催の取締役会において、当社第43期定時株主総会で承認されました「当社並びに

当社グループ会社取締役及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）を発行する件」について、具

体的な発行内容を決議しております。 

     詳細につきましては、本日付リリース「ストックオプション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

（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

（５）重要な後発事象
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