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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） 

（注） 23年３月期第１四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

(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 1,999 ― 63 ― 65 ― 55 ―

23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 8.18 ―

23年3月期第1四半期 ― ―

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 6,784 3,757 55.4
23年3月期 6,454 3,819 59.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,757百万円 23年3月期  3,819百万円

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 ― 17.00 17.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 17.00 17.00

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  
 平成23年３月期第２四半期（累計）につきましては、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 

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) 3,750 ― 170 ― 170 ― 100 ― 14.63
通期 8,000 15.6 470 ― 470 ― 270 ― 39.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 詳細は、添付資料 ３ページ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」 をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 6,932,996 株 23年3月期 6,932,996 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 95,733 株 23年3月期 95,633 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,837,324 株 23年3月期1Q 6,897,402 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、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 
 当社は平成23年４月１日付で連結子会社であった株式会社インステクノ及び株式会社ティエスエス・データ・サービスを吸収合併したことにより、平成24年３月
期第１四半期決算短信より非連結となっております。 
 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。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、添付
資料 ２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3） 業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
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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 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい経済環境が継続してお

り、大手製造業の生産、輸出は大きく落ち込み、景気に対する不安感から個人消費も低迷いたしました。

景気の先行きについては、生産活動の持ち直しや個人消費の下げ止り傾向など回復基調の動きはみられる

ものの、夏場の電力不足や、長期化、広域化する放射能汚染問題、一層の円高や不安定な欧米経済動向な

ど、不透明感が継続しており、依然下振れリスクが懸念される状況となっております。 

情報サービス業界におきましては、企業のＩＴ投資姿勢は依然として慎重であり、震災余波も加わり低

調な水準で推移するものと思われます。受注局面においても、案件数の減少による競争の激化や受注金額

の引き下げ要請など、引き続き厳しい状況が継続すると予測されます。 

こうした経営環境のもと、当社は当期初において連結子会社であった株式会社インステクノ及び株式会

社ティエスエス・データ・サービスを吸収合併し、両社機能を当社に一本化して運営することで、意思決

定の迅速化や経営資源の集中と効率化を図る体制といたしました。事業活動においては、主要マーケット

である金融業界向けのシステム開発をその中核と位置づけ、新規案件の受注、拡大に注力してまいりまし

た。期初からの受注残をベースに、積極的な営業活動を実施した結果、金融系分野では証券系大規模シス

テム、銀行系口座関連システム、生命保険系システムなどの案件を獲得いたしました。非金融系分野で

は、継続案件である大手旅行業向け次期システムを中心に受注し、一部顧客の震災によるシステム開発凍

結や着手遅れ等をカバーし堅調に推移しました。 

これらの結果、売上高は1,999百万円、営業利益は63百万円、経常利益は65百万円、四半期純利益は55百

万円となり、概ね期初の計画目標を達成いたしました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①ソフトウェア開発 

当社の中心的なビジネス領域である金融系分野の売上高は1,593百万円となりました。銀行系業務は 

169百万円、証券系業務は361百万円、生命保険系業務は401百万円、損害保険系業務は632百万円となり

ました。非金融系分野では、生活関連系サービス業務が堅調に推移し156百万円となりました。 

これらの結果、売上高は1,922百万円となりました。 

②情報システムサービス等 

主たる業務であるコンピュータ運用管理業務は引き続き堅調に推移し、売上高は76百万円となりまし

た。 

 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

当第１四半期会計期間末における総資産は6,784百万円となり前事業年度末に比べ329百万円増加してお

ります。これは主として、現金及び預金が1,307百万円、仕掛品が92百万円、のれんが146百万円増加し、

売掛金が451百万円、関係会社株式が894百万円減少したことによります。また、負債合計は3,026百万円と

なり前事業年度末に比べ391百万円増加しております。これは主として、未払費用が368百万円、未払法人

税等が97百万円増加したことによります。純資産は3,757百万円となり、前事業年度末に比べ61百万円減少

しております。これは主として、剰余金の配当116百万円による減少及び四半期純利益55百万円計上による

増加であります。これらの結果、自己資本比率は55.4％となり、前事業年度末に比べ3.8ポイント減少して

おります。 

 

(3)  業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、当第１四半期累計期間の業績が概ね計画通りに推移していることから、平成 

23年５月13日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が、前事業年度末に算定したものと著しい変動がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 
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３．四半期財務諸表 
（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 2,668,467 3,976,396

売掛金 1,319,853 868,680

有価証券 404,770 404,850

仕掛品 7,623 99,841

繰延税金資産 148,866 248,203

未収還付法人税等 － 16,709

その他 63,617 73,283

貸倒引当金 △3,906 △17,501

流動資産合計 4,609,293 5,670,464

固定資産   

有形固定資産 46,582 46,011

無形固定資産   

のれん － 146,133

その他 53,925 60,040

無形固定資産合計 53,925 206,174

投資その他の資産   

投資有価証券 75,731 73,058

関係会社株式 894,800 －

繰延税金資産 592,996 624,506

その他 183,681 166,439

貸倒引当金 △2,625 △2,625

投資その他の資産合計 1,744,584 861,379

固定資産合計 1,845,092 1,113,565

資産合計 6,454,386 6,784,029
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(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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 658,909 593,730

未払金 80,064 58,017

未払費用 101,177 469,647

未払法人税等 25,794 122,928

賞与引当金 285,568 174,614

受注損失引当金 2,136 1,974

その他 56,054 105,264

流動負債合計 1,209,704 1,526,178

固定負債   

退職給付引当金 1,329,182 1,419,200

役員退職慰労引当金 96,414 81,492

固定負債合計 1,425,596 1,500,692

負債合計 2,635,301 3,026,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 526,584 526,584

資本剰余金 531,902 531,902

利益剰余金 2,820,552 2,760,249

自己株式 △52,364 △52,403

株主資本合計 3,826,673 3,766,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,588 △9,173

評価・換算差額等合計 △7,588 △9,173

純資産合計 3,819,084 3,757,158

負債純資産合計 6,454,386 6,784,029
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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)

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 1,999,394

売上原価 1,663,966

売上総利益 335,428

販売費及び一般管理費 272,207

営業利益 63,220

営業外収益  

受取利息 274

受取配当金 1,288

保険事務手数料 299

その他 53

営業外収益合計 1,915

経常利益 65,136

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 85,384

特別利益合計 85,384

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 1,071

抱合せ株式消滅差損 56,618

特別損失合計 57,689

税引前四半期純利益 92,831

法人税、住民税及び事業税 117,866

法人税等調整額 △80,967

法人税等合計 36,899

四半期純利益 55,932
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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(単位：千円） 

４．（参考）前第１四半期に係る四半期連結財務諸表

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 

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)

売上高 1,675,052

売上原価 1,351,475

売上総利益 323,576

販売費及び一般管理費 279,103

営業利益 44,472

営業外収益

受取利息 389

受取配当金 1,288

助成金収入 －

保険事務手数料 305

貸倒引当金戻入額 －

その他 205

営業外収益合計 2,188

営業外費用

固定資産除却損 －

営業外費用合計 －

経常利益 46,661

特別損失

投資有価証券売却損 －

事務所移転費用 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,624

特別損失合計 11,624

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（△） 35,037

法人税、住民税及び事業税 112,531

法人税等調整額 △90,025

法人税等合計 22,506

少数株主損益調整前四半期純利益 12,531

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,531
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５．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期比の記載を省

略しております。 

 

(1) 生産実績 

当第１四半期累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 2,039,925 －

情報システムサービス等 76,784 －

合計 2,116,710 －

(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。 

 

(2) 受注実績 

当第１四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  受注高(千円) 前年同四半期比(％)  受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 1,308,692 － 1,856,719 －

情報システムサービス等 37,757 － 185,529 －

合計 1,346,450 － 2,042,248 －

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第１四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 1,922,609 －

情報システムサービス等 76,784 －

合計 1,999,394 －

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第１四半期累計期間における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は

次のとおりであります。 

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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱野村総合研究所 － － 688,555 34.4 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ － － 248,144 12.4 

      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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