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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,042 0.1 58 △1.3 59 △1.3 32 1.3
23年3月期第1四半期 2,041 △4.6 59 △13.2 60 △14.0 32 △17.6

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 1,518.23 ―
23年3月期第1四半期 1,499.20 ―

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 3,427 2,332 68.1
23年3月期 3,313 2,332 70.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,332百万円 23年3月期  2,332百万円

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 ― 1,540.00 1,540.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 1,940.00 1,940.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 3,947 △4.4 88 △6.3 89 △6.4 48 △7.1 2,224.09
通期 8,160 0.1 250 6.9 252 6.8 139 20.0 6,455.63



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注） 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」 に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変
更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 21,590 株 23年3月期 21,590 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,590 株 23年3月期1Q 21,590 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料は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異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、四半期決算
短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間（平成23年4月1日～平成23年6月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の

復旧・復興に向けた財政支援が講じられる中、生産活動の低下や輸出の減少、株価の低迷や設備投資の抑

制等先行き不透明な状況は拭えず、雇用・所得環境についても引き続き厳しい状況で推移しております。

当社の事業環境につきましても、情報サービス分野におきましては企業のIT関連投資に対する慎重な姿

勢はより強まることが懸念されるとともに、人材派遣を中心とした人材ビジネス分野におきましては改正

労働者派遣法案を見越した労働者派遣・職業紹介事業に関する業務取扱いへの是正指導が高まっているこ

とから、派遣先における請負形態への切替や直接雇用による派遣事業の縮小傾向が一層強まることが予想

されます。 

 このような状況の下、当期より、システムソリューションサービス事業において、①ＳＩビジネスの拡

大、②プライム比率の向上、③新規ビジネスモデルの創出、④組織マネジメント力の強化を重点課題に掲

げ、当第1四半期累計期間については、小規模案件等についても将来の拡大を見据え、取りこぼしのない

よう、お客様ニーズの把握に努め、新規顧客の開拓や既存顧客に対するフォローを積極的に推進しまし

た。また、本年5月において、ネットワーク構築等に関するハード設置やＬＡＮ工事等への業容拡大に向

け、東京都より電気通信工事業における「一般建設業」の許可を取得、さらには、当社が開発支援を行な

ってきた株式会社ＮＴＴデータが著作権を有する税務申告ソフト「達人シリーズ」・「達人Ｃｕｂｅ」

（注）の販売代理店契約を締結しました。  

 一方、ＢＰＯサービス事業においては、①アウトソーシング業務の拡大、②粗利益率の向上、③新規ビ

ジネスモデルの創出を重点課題に掲げ、当第1四半期累計期間については、流通関連のアウトソーシング

業務に対する受注及び生産体制の強化ならびに、不採算案件の見直しや入札案件への積極的参加をはかる

とともに、新たなビジネス展開に向けた企画・提案型の営業を積極的に推進しました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は2,042百万円(前年同四半期比0.1％増）、営業利

益58百万円（同1.3％減）、経常利益59百万円（同1.3％減）、四半期純利益は32百万円（同1.3％増）と

なりました。 

※（注）「達人シリーズ」・「達人Ｃｕｂｅ」とは 

  ＮＴＴデータの税務業務支援ソフトとして開発され、多彩なラインナップで税務業務をサポートする「達人シリーズ」は、8

タイトルの「申告書作成ソフト」とオンライン税務サービス「達人Cube」から構成されています。「申告書作成ソフト」は、8タ

イトル3グレードの製品の中からお客様の用途に合わせて選択出来、多くの「会計・給与ソフト」と連動し、帳票そのままの申告

書作成画面で豊富な帳票を作成できる機能性を兼ね揃え、さらに、圧倒的なコストパフォーマンスで税務のプロである“税理士・

会計士”業界から企業の経理担当者まで税務に関わる多くのお客様に採用されています。 

  

 セグメント別の売上高及びセグメント利益（営業利益）の推移は次のとおりであります。 

（百万円未満は切り捨て) 

 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

23年3月期 
第1四半期累計期間

24年3月期 
第1四半期累計期間

対前年同期増減率

セグメント名 売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

システムソリューションサービス 855 99 860 104 0.6 4.4

ＢＰＯサービス 1,186 62 1,182 69 △ 0.4 12.3

合    計 2,041 162 2,042 174 0.1 7.4
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①システムソリューションサービス事業 

ストックビジネスとして寄与してきた共済システム等の業務系システム開発関連の売上が減少したも

のの、基盤系Ｗｅｂアプリケーション「intra-mart」による開発案件の受注が増加したことから、第1

四半期累計期間の売上高は860百万円（前年同四半期比0.6％増）、セグメント利益（営業利益）は104

百万円（同4.4％増）となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

昨年から引き続き改正労働者派遣法案を見越した派遣先における内製化及び派遣契約の打切りによる

人材派遣業務の減収傾向が続いておりますが、お客様に契約の見直しを提案することで、常用雇用者を

置いた請負契約に切り替えたり、流通関連のアウトソーシング業務の受注拡大に伴なう生産体制を強化

することで前年同期売上高の維持と収益率の改善に努めた結果、第1四半期累計期間の売上高は1,182百

万円（前年同四半期比0.4％減）とほぼ横ばいを確保し、セグメント利益（営業利益）は69百万円（同

12.3％増）となりました。 

  

（資産の部） 

当第１四半期累計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して113百万円増加し、3,427百万円となり

ました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して76百万円増加し、3,247百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が46百万円及び売掛金が22百万円増加したこと、仕掛品が2百万円減少したこと等によるもので

あります。 

 固定資産は、前事業年度末と比較して36百万円増加し、179百万円となりました。これは、有形固定資

産が17百万円、敷金及び保証金が19百万円増加したこと等であります。 

（負債の部） 

当第１四半期累計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して113百万円増加し、1,094百万円となり

ました。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して113百万円増加し、1,067百万円となりました。これは主に、未払

金200百万円及び買掛金2百万円が増加し、賞与引当金76百万円及び未払法人税等45百万円並びに役員賞与

引当金5百万円が減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末とほぼ同額の26百万円であります。 

（純資産の部） 

当第１四半期累計期間末の純資産合計は、前事業年度末とほぼ同額の2,332百万円となりました。これ

は主に、当第１四半期純利益32百万円及び配当金の支払い33百万円等であります。 

  

平成23年5月11日付「平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表しました業績予想に変

更はございません。 

 なお、東日本大震災に伴った電力不足による節電対策として、当社の主要取引先であるＮＴＴグループ

各社におきまして、夏季期間中における勤務形態の変更や長期エコ休暇の実施などが予定されており、当

社の人材派遣業務を主力とするＢＰＯサービス事業への影響を与える可能性もありますが、本資料発表日

において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、今後様々な要因により異なる場合がありま

す。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 

当事業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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。  

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年3月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,876,915 1,923,496

売掛金 1,124,087 1,146,689

仕掛品 22,363 19,790

貯蔵品 992 999

繰延税金資産 134,288 134,288

その他 19,246 29,368

貸倒引当金 △6,557 △6,667

流動資産合計 3,171,335 3,247,965

固定資産

有形固定資産 17,979 35,001

無形固定資産 1,310 1,310

投資その他の資産 122,903 142,750

固定資産合計 142,194 179,062

資産合計 3,313,530 3,427,027

負債の部

流動負債

買掛金 115,055 117,667

未払金 437,463 637,931

未払法人税等 76,063 30,095

賞与引当金 177,245 100,780

役員賞与引当金 7,500 2,250

本社移転費用引当金 27,519 27,519

その他 113,063 151,418

流動負債合計 953,909 1,067,662

固定負債

長期未払金 746 664

役員退職慰労引当金 25,930 26,191

固定負債合計 26,676 26,855

負債合計 980,585 1,094,517

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,809,888 1,809,418

株主資本合計 2,327,936 2,327,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,008 5,043

評価・換算差額等合計 5,008 5,043

純資産合計 2,332,944 2,332,509

負債純資産合計 3,313,530 3,427,027
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 2,041,782 2,042,901

売上原価 1,838,570 1,830,520

売上総利益 203,211 212,381

販売費及び一般管理費 143,569 153,501

営業利益 59,641 58,879

営業外収益

受取利息 363 362

受取配当金 150 157

その他 9 9

営業外収益合計 522 528

経常利益 60,164 59,408

特別利益

貸倒引当金戻入額 139 －

特別利益合計 139 －

特別損失

ゴルフ会員権評価損 250 －

特別損失合計 250 －

税引前四半期純利益 60,053 59,408

法人税、住民税及び事業税 27,686 26,630

四半期純利益 32,367 32,778
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年4月 1日
至 平成22年6月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年4月 1日
至 平成23年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 60,053 59,408

減価償却費 4,628 2,638

貸倒引当金の増減額（△は減少） △139 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,806 △76,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,701 261

受取利息及び受取配当金 △513 △519

売上債権の増減額（△は増加） 22,823 △22,602

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,796 2,566

仕入債務の増減額（△は減少） △6,907 2,612

未払金の増減額（△は減少） 23,243 182,797

その他 6,969 23,591

小計 36,856 174,398

利息及び配当金の受取額 637 236

法人税等の支払額 △76,655 △70,083

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,161 104,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,303 △1,989

無形固定資産の取得による支出 △1,933 －

敷金の差入による支出 － △24,988

貸付金の回収による収入 1,249 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,986 △26,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △43,758 △30,993

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,758 △30,993

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,906 46,580

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,083 1,876,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,809,177 1,923,496
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当第１四半期累計期間（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。 

  

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を

適用しております。 

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(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）1．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△102,362千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報

（６）セグメント情報等

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 855,338 1,186,443 2,041,782 ─ 2,041,782

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 855,338 1,186,443 2,041,782 ─ 2,041,782

セグメント利益 99,830 62,174 162,004 △102,362 59,641
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Ⅱ  当第１四半期累計期間(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）1．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△115,148千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益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。 

  

当第１四半期累計期間（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。 

  

  

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 860,674 1,182,227 2,042,901 ─ 2,042,901

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 860,674 1,182,227 2,042,901 ─ 2,042,901

セグメント利益 104,233 69,794 174,028 △115,148 58,879

（７）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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当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

販売金額の割合が10％以上の販売先は該当ありませんので、記載しておりません。 

５．補足情報

 生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 522,745 101.3

合計 522,745 101.3

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 655,878 95.4 973,287 111.7

ＢＰＯサービス 1,145,394 119.0 1,161,428 106.1

合計 1,801,273 109.2 2,134,716 108.6

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 860,674 100.6

ＢＰＯサービス 1,182,227 99.6

合計 2,042,901 100.1
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