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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 2,155 24.3 190 201.0 192 164.2 107 255.2
23年3月期第1四半期 1,733 △5.1 63 71.2 72 99.2 30 53.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 108百万円 （257.4％） 23年3月期第1四半期 30百万円 （―％）

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 22.13 ―
23年3月期第1四半期 5.14 ―

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 7,020 4,713 67.1 967.27
23年3月期 7,119 4,666 65.5 957.58
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,713百万円 23年3月期  4,666百万円

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成23年８月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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) 4,000 7.5 261 15.5 262 9.0 146 20.8 29.96
通期 8,000 2.0 572 0.3 575 △2.7 310 1.5 63.61



(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２ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、上記予想に関する事項は、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」をご覧下さい。 

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 6,206,496 株 23年3月期 6,206,496 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,333,039 株 23年3月期 1,332,982 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,873,492 株 23年3月期1Q 5,903,607 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）におけるわが国経済は、本年３月11日に

発生した東日本大震災により、サプライチェーンへの打撃による生産の停滞や消費マインドの冷え込みに加え、

電力不足の問題などもあり、依然として厳しい状況にあります。 

   このような経済環境の下、情報サービス産業は、一部顧客でソフトウエア投資の抑制・延期の影響などもあり需

要見通しが不透明な状況にあります。 

   この中にあって当社グループは、積極的な提案営業活動の展開による主要顧客との取引領域の拡大や新規顧客の

開拓に注力することにより、保険業界及び公共並びにクレジット業界向けの取引を中心に堅調に推移いたしまし

た。 

   その結果、連結売上高は2,155百万円（前年同四半期増減率24.3％増）、営業利益は190百万円（同201.0％

増）、経常利益は192百万円（同164.2％増）、四半期純利益は107百万円（同255.2％増）となりました。 

なお、サービス分野別の売上高については、システムの企画／設計・開発フェーズで提供するシステム・ソリ

ューションサービスは、保険業界向けの大規模案件の継続受注やシステム基盤案件の拡大などにより、1,164百万

円（同42.8％増）となりました。また、システムの稼働後に提供するシステム・メンテナンスサービスは、公共

及びクレジット業界向け案件の拡大などにより、990百万円（同7.9％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の資産合計は7,020百万円と前連結会計年度末（7,119百万円）と比較し98百万円

減少しました。主な要因は売掛金の減少141百万円、仕掛品の増加51百万円などであります。 

負債合計は2,307百万円と前連結会計年度末（2,452百万円）と比較し145百万円減少しました。主な要因は、賞

与引当金の減少218百万円などであります。 

純資産合計は4,713百万円と前連結会計年度末（4,666百万円）と比較し47百万円増加しました。主な要因は剰

余金の配当60百万円による減少、当四半期純利益107百万円の計上による増加であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績につきましては、期初の受注残高の下支えもあり、前年同四半期と比べ増収増益となり堅

調に推移いたしました。 

この状況を踏まえ、本日、平成23年５月13日に開示した平成24年３月期（平成23年４月１日～平成24年３月31

日）の第２四半期（累計）連結業績予想を修正いたしました。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧下さい。 

なお、平成24年３月期通期の連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響等先行きが不透明なことか

ら、平成23年５月13日に公表した予想数値を据え置きといたします。 

  

（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 

  税金費用の計算   

 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。 

  

（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。 

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結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。  

  

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
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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 2,930,492 2,912,311

売掛金 1,163,165 1,021,492

仕掛品 49,753 101,580

その他 271,421 273,980

流動資産合計 4,414,833 4,309,364

固定資産   

有形固定資産 36,302 37,597

無形固定資産 23,267 27,108

投資その他の資産   

長期預金 1,400,000 1,400,000

その他 1,247,724 1,249,267

貸倒引当金 △2,371 △2,371

投資その他の資産合計 2,645,352 2,646,896

固定資産合計 2,704,923 2,711,602

資産合計 7,119,756 7,020,966

負債の部   

流動負債   

買掛金 241,474 249,039

未払法人税等 185,960 93,340

賞与引当金 462,359 244,304

役員賞与引当金 16,680 5,750

その他 276,459 423,621

流動負債合計 1,182,934 1,016,055

固定負債   

退職給付引当金 762,391 783,346

長期未払金 507,640 507,640

固定負債合計 1,270,031 1,290,986

負債合計 2,452,965 2,307,042

純資産の部   

株主資本   

資本金 689,044 689,044

資本剰余金 665,722 665,722

利益剰余金 4,196,279 4,243,226

自己株式 △882,773 △882,807

株主資本合計 4,668,272 4,715,185

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,482 △1,260

その他の包括利益累計額合計 △1,482 △1,260

純資産合計 4,666,790 4,713,924

負債純資産合計 7,119,756 7,020,966
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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 1,733,529 2,155,205

売上原価 1,385,205 1,661,687

売上総利益 348,323 493,518

販売費及び一般管理費 284,881 302,552

営業利益 63,441 190,966

営業外収益   

受取利息 1,706 1,374

保険配当金 790 615

その他 6,901 949

営業外収益合計 9,397 2,939

営業外費用   

固定資産除却損 － 1,401

その他 － 36

営業外費用合計 － 1,438

経常利益 72,839 192,467

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,732 －

特別損失合計 16,732 －

税金等調整前四半期純利益 56,107 192,467

法人税等 25,742 84,601

少数株主損益調整前四半期純利益 30,365 107,865

四半期純利益 30,365 107,865
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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 30,365 107,865

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △124 221

その他の包括利益合計 △124 221

四半期包括利益 30,241 108,087

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,241 108,087

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。 

  

当社グループは、バリュー・ソリューションサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

 該当事項はありません。 

  

生産、受注及び販売の実績 

当社グループの事業は、バリュー・ソリューションサービス事業単一でありますが、サービス分野別の生産、受注及

び販売の状況を示すと、次のとおりであります。 

  

（１）生産実績 

（注）上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）受注状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高は「受注・売上管理規則」に基づき個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領したと

きをもって計上しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

サービス分野別 

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） 

前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  1,270,267  41.1

システム・メンテナンスサービス(千円)  1,012,615  6.6

合計(千円)  2,282,882  23.4

サービス分野別 

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） 

受注高 
前年同四半期 

増減率（％） 
受注残高 

前年同四半期 

増減率（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  1,432,845  53.7  972,660  58.7

システム・メンテナンスサービス(千円)  838,194  15.8  550,376  23.3

合計(千円)  2,271,040  37.1  1,523,037  43.8
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（３）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

また、業種別販売実績は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

サービス分野別 

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） 

前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  1,164,407  42.8

システム・メンテナンスサービス(千円)  990,798  7.9

合計(千円)  2,155,205  24.3

業種別 

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） 

前年同四半期増減率 

（％） 

金融 

銀行(千円)  294,869  7.8

証券(千円)  188,993  △4.7

保険(千円)  1,171,721  27.8

金融小計(千円)  1,655,584  19.2

非金融 

公共(千円)  143,404  163.5

流通(千円)  69,426  △5.7

クレジット(千円)  182,784  117.3

その他(千円)  104,006  △21.5

非金融小計(千円)  499,621  45.0

合計(千円)  2,155,205  24.3
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