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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の23年３月期第１四半期につきましては、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有している潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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 1,072 21.2 35 ― 29 ― 61 ―
23年3月期第1四半期 885 28.3 △39 ― △48 ― △44 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 63百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △61百万円 （―％）

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 2,149.32 2,063.82
23年3月期第1四半期 △1,446.46 ―

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 4,234 2,434 54.3
23年3月期 3,740 2,311 60.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,298百万円 23年3月期  2,272百万円

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 ― 1,300.00 1,300.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

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) 2,200 7.5 150 31.8 150 28.4 100 57.3 3,354.35
通期 4,900 10.2 470 27.6 470 23.0 280 14.9 9,392.19



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料P.４「２．サマリー情報(その他)に関する事項 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく
異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 1社 （社名） アクシスソフト株式会社 、 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 30,996 株 23年3月期 30,996 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,511 株 23年3月期 2,511 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,485 株 23年3月期1Q 30,433 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我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中で、

このところ上向きの動きがみられるとされているものの、雇用情勢が依然として厳しく、急激な円高など不安定要素

を多く抱えていると言えます。 

 情報サービス産業では、第149回全国企業短期経済観測調査（日銀短観）によると、平成23年度のソフトウエア投

資額は、大企業の製造業で前年度比10.3％増、中堅企業の製造業で21.7％増と、大企業、中堅企業を中心にさらに、

投資意欲が改善しているようです。しかしながら、経済産業省の特定サービス業動態統計（５月分）によると、「受

注ソフトウエア」については、前年８月以来、売上高が前年同月を下回り続けています。このように、投資意欲は高

まりつつあるものの、現実の投資行動に、はっきりと結びついていない状況にあります。 

 このような状況の下、当社グループは、ソフトウエアの工夫により、お客様企業のコスト削減にとどまらず、売上

向上に寄与する提案を行ってまいりました。情報サービス産業全体においては、必ずしも景気が上向いているとは言

えませんが、当社グループでは、他企業にない斬新な提案を提供し、大手企業を中心とするソフトウエア投資の獲得

に努めてまいりました。 

 この結果、売上高は、1,072,632千円（前期比21.2％増）、営業利益は、35,965千円（前年同期は、営業損失

39,453千円）となり、経常利益は、29,571千円（前年同期は、経常損失48,440千円）、四半期当期純利益は、61,223

千円（前年同期は、四半期純損失44,020千円）となりました。 

（ビジネス・ソリューション部門） 

 ビジネス・ソリューション部門では、昨年度より引き続き、一般事業法人向けのシステム再構築が好調でした。こ

の点、ソフトウエア投資を積極的に開始され始めたお客様企業も散見され、そのようなお客様により良い提案を行え

るよう営業活動に注力しております。当第１四半期連結累計期間における売上高は、900,237千円（前年同期比

29.3％増）となりました。 

（エンジニアリング・ソリューション部門） 

 エンジニアリング・ソリューション部門では、自動車関連向け技術支援が昨年度より引き続き堅調であったのに対

し、精密機器等の研究開発支援が一段落し、前年同期を下回る結果となりました。しかし、前年度は、好調であった

ためであり、当期は、Android OSやiPhone OS、Windows CEを利用した製品開発に対する技術支援などにより、堅調

な立ち上がりとなっています。当第１四半期連結累計期間における売上高は、136,414千円（前年同期比4.8％減）と

なりました。 

（教育ソリューション部門） 

 教育ソリューション部門では、お客様企業の教育予算縮小の影響がなお大きく、第１四半期としては、低調な結果

となりました。当第１四半期連結累計期間における売上高は、35,981千円（前年同期比21.1％減）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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（２）連結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 

（ⅰ）資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、20.1％増加し、2,527,729千円となりました。これは、主として

「現金及び預金」が279,398千円、「売掛金」が84,890千円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、4.4％増加し、1,706,679千円となりました。これは、主として 

「その他」に含まれるソフトウエアが77,705千円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、13.2％増加し、4,234,408千円となりました。 

 これは、主として、アクシスソフト株式会社を連結子会社化したことなどに伴う増加であります。  

（ⅱ）負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、14.8％増加し、1,470,193千円となりました。これは、主として

「短期借入金」が160,000千円、「その他」に含まれる前受金が84,457千円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、122.8％増加し、329,444千円となりました。これは、主として

「長期借入金」が102,000千円増加したことなどによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、25.9％増加し、1,799,638千円となりました。 

 これは、主として、アクシスソフト株式会社を連結子会社化したことなどに伴う増加であります。 

（ⅲ）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.3％増加し、2,434,770千円となりました。これは、主として

「少数株主持分」が95,091千円増加したことなどによります。 

 これは、主として、アクシスソフト株式会社を連結子会社化したことなどに伴う増加であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表しました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期

の業績予想に変更はありませんが、今後業績予想の数字に影響を及ぼす事態が生じた場合は、すみやかに開示を行

います。  
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  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結会計期間末まで持分法適用関連会社であったアクシスソフト株式会社は、平成23年６月27日の

株式の追加取得に伴い当第１四半期連結累計期間より連結子会社となりました。なお、みなし取得日を当第１四半

期連結会計期間末としているため、当第１四半期連結累計期間は貸借対照表のみを連結しております。 

  

  

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 1,070,640 1,350,039

売掛金 913,454 998,344

商品 4,206 4,378

仕掛品 24,595 51,718

その他 95,603 126,762

貸倒引当金 △3,499 △3,514

流動資産合計 2,105,002 2,527,729

固定資産   

有形固定資産 60,484 63,557

無形固定資産   

のれん 753,559 757,812

その他 85,596 165,142

無形固定資産合計 839,156 922,955

投資その他の資産   

投資有価証券 473,953 428,451

その他 316,865 347,131

貸倒引当金 △55,415 △55,415

投資その他の資産合計 735,403 720,167

固定資産合計 1,635,043 1,706,679

資産合計 3,740,046 4,234,408

負債の部   

流動負債   

買掛金 159,083 154,911

短期借入金 690,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 59,872 100,734

未払法人税等 55,116 6,917

引当金 47,877 23,466

その他 269,047 334,163

流動負債合計 1,280,996 1,470,193

固定負債   

長期借入金 118,006 220,006

引当金 － 81,585

その他 29,863 27,852

固定負債合計 147,869 329,444

負債合計 1,428,866 1,799,638
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 802,300 802,300

資本剰余金 1,185,820 1,185,820

利益剰余金 419,770 443,963

自己株式 △119,453 △119,453

株主資本合計 2,288,437 2,312,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16,108 △13,913

その他の包括利益累計額合計 △16,108 △13,913

新株予約権 38,850 40,962

少数株主持分 － 95,091

純資産合計 2,311,179 2,434,770

負債純資産合計 3,740,046 4,234,408
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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 885,352 1,072,632

売上原価 672,627 782,556

売上総利益 212,725 290,076

販売費及び一般管理費 252,179 254,110

営業利益又は営業損失（△） △39,453 35,965

営業外収益   

受取配当金 2,174 2,348

負ののれん償却額 1,901 1,901

その他 2,234 2,089

営業外収益合計 6,309 6,338

営業外費用   

支払利息 3,590 2,544

持分法による投資損失 10,761 10,017

その他 944 171

営業外費用合計 15,296 12,732

経常利益又は経常損失（△） △48,440 29,571

特別利益   

投資有価証券売却益 7,431 －

受注損失引当金戻入額 15,861 －

貸倒引当金戻入額 29 －

負ののれん発生益 － 24,714

段階取得に係る差益 － 6,814

その他 3,334 613

特別利益合計 26,657 32,141

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,191 －

役員退職慰労金 － 5,000

その他 82 7

特別損失合計 10,273 5,007

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（△）

△32,057 56,705

法人税、住民税及び事業税 782 12,481

法人税等調整額 11,180 △16,998

法人税等合計 11,962 △4,517

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△44,020 61,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） △44,020 61,223
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△44,020 61,223

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,113 2,194

その他の包括利益合計 △17,113 2,194

四半期包括利益 △61,133 63,418

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △61,133 63,418

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。 

  

 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）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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