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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 14,833 △2.5 1,002 △0.9 1,015 △2.3 586 9.3
23年3月期第2四半期 15,211 △4.3 1,011 2.5 1,039 18.7 536 7.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 584百万円 （10.7％） 23年3月期第2四半期 528百万円 （―％）

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2四半期 49.67 ―
23年3月期第2四半期 45.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 31,501 18,445 58.3
23年3月期 31,411 18,022 57.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  18,365百万円 23年3月期  17,942百万円

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 ― 13.50 26.00
24年3月期 ― 13.50
24年3月期（予想） ― 13.50 27.00

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、対前期増減率）

（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

通期 30,800 △0.2 2,330 0.3 2,370 0.2 1,330 4.3 112.71



(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  ：  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を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等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。 

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2Q 11,800,000 株 23年3月期 11,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 377 株 23年3月期 377 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,799,623 株 23年3月期2Q 11,799,691 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成23年４月1日から平成23年９月30日まで、以下同じ）の売上高は14,833百万円と

なり、前年同期に比べ2.5％の減収となりました。利益については、営業利益1,002百万円（前年同期比0.9％減）、

経常利益1,015百万円（同2.3％減）と前年同期に比べ減益となりましたが、四半期純利益については586百万円（同

9.3％増）となり前年同期比増益となりました。 

震災の影響等により不透明な経営環境が続くなか、通信キャリア向けのシステム開発及びパッケージ販売が伸び

悩んだことから、売上高については前年同期を下回る結果となりました。開発の効率化等により原価率の改善を進

めましたが、一方で人件費を中心に販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益は前年同期比0.9％の減

益、経常利益については同2.3％の減益となり前年同期を若干下回る結果となりました。四半期純利益については、

会計基準変更の適用に伴い前年同期に計上していた特別損失が軽減したことから同9.3％の増益となりました。 

   

  

                                          （百万円） 

  

主な事業区分別の売上高については、通信キャリアシステムにおいて、既存の基幹システムや顧客管理システム

等、継続的に取り組んできた開発案件については一巡したことにより減少したものの、通信キャリア向けのネット

ワークソリューション系開発が拡大したことに加え、新たに「Topjax Solution」（富士通株式会社の開発フレーム

ワーク）を適用した大手マスメディアグループ向けの開発に取り組み、結果として売上高は6,236百万円となり前年

同期比3.7％の減収となりました。 

また、民需・公共システムにおいては、「CAP21」、「JETBI」、スマートフォン活用等を中心としたソリューシ

ョン提供及び基盤構築サービスが順調に増加しており、更に富士通向け及び主要顧客向けシステム開発等について

も堅調に推移していることから、売上高は4,600百万円となり同5.4％の増収となりました。 

エンベデッドシステムでは、大手光学機器メーカーのニコングループとの合弁事業をベースにデジタルカメラを

中心とした情報家電向け開発が順調に増加しましたが、主力であった携帯端末向けの開発についてはスマートフォ

ンへシフトしているものの開発量は減少する結果となり、売上高は2,421百万円、同2.6％の減収となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
23年３月期 

第２四半期累計

  24年３月期 

第２四半期累計

  前年同期比 

百分比 百分比 増減額 増減率 

売上高 15,211 100.0% 14,833 100.0%  △377 △ 2.5%

 売上原価 12,706 83.5% 12,221 82.4%  △484 △ 3.8%

売上総利益 2,504 16.5% 2,612 17.6%  107 4.3%

 販売費及び一般管理費 1,493 9.9% 1,610 10.8%  116 7.8%

営業利益 1,011 6.6% 1,002 6.8%  △9 △ 0.9%

経常利益 1,039 6.8% 1,015 6.9%  △24 △ 2.3%

 特別損失 113 0.7% － －  △113 △ 100.0%

税金等調整前四半期純利益 925 6.1% 1,015 6.9%  89 9.7%

四半期純利益 536 3.5% 586 4.0%  49 9.3%
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パッケージ＆サービスにおいては、データセンターを中心としたアウトソーシングサービスについては堅調に推

移したものの、セキュリティパッケージ製品である「FENCE」シリーズが伸び悩んだことにより、売上高は1,330百

万円となり同18.8％の減収となりました。 

なお、当社は本年８月にキューブ型のLEDソーラーランタン「Solar Cubic（ソーラー・キュービック）A-1」を発

売いたしました。「Solar Cubic A-1」は、当社として初めてのハードウェア製品であります。当社は、システム機

器に組み込んで制御するエンベデッドシステムについては長年の開発実績がありますが、システム機器製品自体の

製造は初めての試みとなります。この試みを通して、システム機器製造メーカーや 終顧客等のユーザー側に立っ

たニーズや製造に関わるノウハウを吸収し、本来の業務であるエンベデッドシステム開発の一層の品質向上に役立

てて行きたいと考えております。 

  

 
   

[事業区分別売上高]                              （百万円） 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売掛債権の減少等があった一方、現金及び預金、預け金並びに

たな卸資産等の増加があったことにより、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、31,501百万円となりました。

純資産は423百万円増加し18,445百万円となり自己資本比率は58.3％となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,846百万円増加し、

8,059百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以

下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、702百万円の増加（前年同期は603百万円の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益1,015百万円、売上債権の減少840百万円等があった一方、たな卸資産の増加515百

万円、法人税等の支払額688百万円等があったことによるものです。 

  

23年３月期 

第２四半期累計 

24年３月期 

第２四半期累計 

前年同期比 

増減額 増減率 

通信キャリアシステム 6,473 6,236  △236 △ 3.7%

民需・公共システム 4,366 4,600  234 5.4%

エンベデッドシステム 2,484 2,421  △63 △ 2.6%

パッケージ＆サービス 1,638 1,330  △307 △ 18.8%

人材サービス他 248 244  △3 △ 1.6%

合  計 15,211 14,833  △377 △ 2.5%
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,307百万円の増加（前年同期は2,197百万円の減少）となりました。こ

れは主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金を3,500百万円払い戻したこと

によるものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資としており、当該預け金は現金同等物

の期末残高に含んでおりません。） 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いを行ったことにより161百万円の減少（前年同期は147百

万円の減少）となりました。 

  

［キャッシュ・フローの状況]                              (百万円) 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期連結業績予想については、平成23年６月13日に公表いたしました業績予想から変更いたし

ません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。 

  

  

（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 

 該当事項はありません。  

  

（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。  

  

  

  
23年３月期 

第２四半期累計 

24年３月期 

第２四半期累計 
前年同期比 

営業キャッシュ・フロー 603  702 98

投資キャッシュ・フロー △2,197  3,307 5,505

財務キャッシュ・フロー △147  △161 △13

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,796  8,059 4,262

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 912 959

預け金 6,800 12,600

受取手形及び売掛金 10,183 9,341

たな卸資産 473 987

その他 1,269 1,239

貸倒引当金 △37 △29

流動資産合計 19,602 25,098

固定資産   

有形固定資産 2,051 2,046

無形固定資産 653 699

投資その他の資産   

長期預け金 5,500 －

繰延税金資産 3,197 3,253

その他 408 406

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 9,103 3,657

固定資産合計 11,808 6,403

資産合計 31,411 31,501

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,619 1,606

未払法人税等 726 471

役員賞与引当金 18 10

その他 3,314 3,103

流動負債合計 5,679 5,192

固定負債   

退職給付引当金 7,437 7,644

役員退職慰労引当金 93 43

資産除去債務 160 162

その他 17 13

固定負債合計 7,709 7,864

負債合計 13,389 13,056
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,970 13,395

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,953 18,377

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 △10 △11

その他の包括利益累計額合計 △10 △11

少数株主持分 79 79

純資産合計 18,022 18,445

負債純資産合計 31,411 31,501
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 15,211 14,833

売上原価 12,706 12,221

売上総利益 2,504 2,612

販売費及び一般管理費 1,493 1,610

営業利益 1,011 1,002

営業外収益   

受取利息 20 11

保険事務手数料 4 4

その他 4 0

営業外収益合計 29 17

営業外費用   

従業員等見舞金 － 2

その他 0 0

営業外費用合計 0 3

経常利益 1,039 1,015

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 113 －

特別損失合計 113 －

税金等調整前四半期純利益 925 1,015

法人税等 393 428

少数株主損益調整前四半期純利益 532 587

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 1

四半期純利益 536 586
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 532 587

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 △2 △2

その他の包括利益合計 △3 △3

四半期包括利益 528 584

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 535 584

少数株主に係る四半期包括利益 △7 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 925 1,015

減価償却費 154 172

退職給付引当金の増減額（△は減少） 158 206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31 △50

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △7

受取利息及び受取配当金 △20 △11

売上債権の増減額（△は増加） 204 840

たな卸資産の増減額（△は増加） 37 △515

仕入債務の増減額（△は減少） △233 △2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 113 －

その他 △219 △269

小計 1,090 1,378

利息及び配当金の受取額 20 11

法人税等の支払額 △507 △688

営業活動によるキャッシュ・フロー 603 702

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の払戻による収入 3,500 3,500

長期預け金の預入による支出 △5,500 －

有形固定資産の取得による支出 △14 △24

無形固定資産の取得による支出 △184 △169

差入保証金の回収による収入 － 3

その他 1 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,197 3,307

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △147 △159

少数株主への配当金の支払額 － △2

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △147 △161

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,746 3,846

現金及び現金同等物の期首残高 5,542 4,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,796 8,059
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 該当事項はありません。  

  

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱富士通ビー・エス・シ－（4793）平成24年3月期　第２四半期決算短信

10




