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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 1,167 5.4 △51 ― △46 ― △27 ―
23年3月期第1四半期 1,108 △10.5 △67 ― △55 ― △40 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △27百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △47百万円 （―％）

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 △7.40 ―
23年3月期第1四半期 △11.05 ―

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 4,469 3,389 75.3 919.05
23年3月期 4,681 3,462 73.3 936.78
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,365百万円 23年3月期  3,430百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 2,745 9.2 8 ― 15 ― 6 ― 1.71
通期 6,132 11.6 210 53.4 219 34.1 122 52.7 33.58



(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）詳細は四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ２「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報告書の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
に基づく四半期報告書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 
 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、四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ２「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

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 3,940,000 株 23年3月期 3,940,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 278,361 株 23年3月期 278,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,661,639 株 23年3月期1Q 3,661,639 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におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景に穏やかな回復がみられたものの、

東日本大震災とその後の電力供給の制約などにより、国内生産への影響が出たことに加え、雇用や個人所得が依然

として厳しいなど、今後の景気回復の先行きは不透明な状況が続いております。 

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、依然

として厳しい状況のまま推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強

化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比5.4％増）、営業損失は 千円（前

年同期は 千円の営業損失）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常損失）、四半期純

損失は 千円（前年同期は 千円の四半期純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮

小もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前

年同期は 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの受注案件が徐々に増加し、技術者の待機状態が解消してま

いりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失 千円（前

年同期は 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注が徐々に回復し順調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比2.2％減）、営業利益 千円（同 

14.0％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１四半期末の総資産は、売掛金の減少により前期末比 千円減の 千円となりました。純資産

は、利益剰余金等の減少により前期末比 千円減の 千円となり、自己資本比率は ％となりまし

た。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月13日付の「平成23年３月期決算短信」にて公表しました業績予想の

変更はありません。 

  

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却額

を期間按分して算定する方法によっております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法は、四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したも

のと著しい変化がないと認められるため、前連結会計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。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度

末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  ２．特有の会計処理 

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、税引前四半期純損失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

1,167,950 △51,215

△67,315 △46,237 △55,950

△27,112 △40,460

340,343 6.7 △24,628

△24,018

699,657 14.2 △48,424

△62,454

127,949 21,836

211,578 4,469,800

72,820 3,389,679 75.3

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,309,896 2,486,626

受取手形及び売掛金 1,104,494 617,596

商品及び製品 11,010 10,458

仕掛品 82,999 162,746

原材料及び貯蔵品 8,050 11,749

その他 102,466 124,900

貸倒引当金 △408 △213

流動資産合計 3,618,509 3,413,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 328,953 328,953

減価償却累計額 △192,064 △194,774

建物及び構築物（純額） 136,889 134,178

機械装置及び運搬具 98,829 98,829

減価償却累計額 △93,952 △94,559

機械装置及び運搬具（純額） 4,876 4,269

土地 112,278 112,278

その他 182,252 182,252

減価償却累計額 △146,511 △150,854

その他（純額） 35,741 31,398

有形固定資産合計 289,786 282,126

無形固定資産   

のれん 143,728 136,544

ソフトウエア 52,307 59,182

その他 10,645 10,634

無形固定資産合計 206,681 206,361

投資その他の資産   

投資有価証券 64,306 62,566

長期貸付金 5,406 4,695

繰延税金資産 171,864 172,060

その他 324,823 328,125

投資その他の資産合計 566,401 567,447

固定資産合計 1,062,869 1,055,935

資産合計 4,681,378 4,469,800
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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 40,705 26,732

未払金 289,551 211,336

未払法人税等 48,745 －

賞与引当金 148,081 37,170

役員賞与引当金 7,163 2,259

受注損失引当金 － 357

その他 87,379 200,013

流動負債合計 621,627 477,867

固定負債   

退職給付引当金 527,166 530,206

役員退職慰労引当金 70,085 72,046

固定負債合計 597,252 602,253

負債合計 1,218,879 1,080,121

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,872,664 2,808,935

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,414,535 3,350,806

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,617 14,431

その他の包括利益累計額合計 15,617 14,431

少数株主持分 32,346 24,441

純資産合計 3,462,499 3,389,679

負債純資産合計 4,681,378 4,469,800
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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 1,108,359 1,167,950

売上原価 943,099 986,758

売上総利益 165,259 181,192

販売費及び一般管理費 232,574 232,408

営業損失（△） △67,315 △51,215

営業外収益   

受取利息 225 212

受取配当金 325 382

不動産賃貸料 240 240

助成金収入 9,853 2,951

雑収入 801 1,253

営業外収益合計 11,445 5,039

営業外費用   

不動産賃貸原価 80 61

営業外費用合計 80 61

経常損失（△） △55,950 △46,237

特別損失   

固定資産除却損 81 －

投資有価証券評価損 610 360

事務所移転費用 867 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,612 －

特別損失合計 9,171 360

税金等調整前四半期純損失（△） △65,121 △46,597

法人税等 △23,843 △20,329

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △41,278 △26,267

少数株主利益又は少数株主損失（△） △817 845

四半期純損失（△） △40,460 △27,112
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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損失（△） △41,278 △26,267

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,817 △1,185

その他の包括利益合計 △5,817 △1,185

四半期包括利益 △47,096 △27,453

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △46,278 △28,298

少数株主に係る四半期包括利益 △817 845
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

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 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

Ⅱ 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） 

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 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

   

  

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）セグメント情報等

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 364,795  612,676  130,887  1,108,359  －  1,108,359

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  364,795  612,676  130,887  1,108,359  －  1,108,359

セグメント利益又

は損失（△） 
 △24,018  △62,454  19,158  △67,315  －  △67,315

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 340,343  699,657  127,949  1,167,950  －  1,167,950

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  340,343  699,657  127,949  1,167,950  －  1,167,950

セグメント利益又

は損失（△） 
 △24,628  △48,424  21,836  △51,215  －  △51,215

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－7－
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