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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）

（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 8,050 1.1 332 △32.7 375 △29.4 159 △39.2

23年３月期第２四半期 7,960 3.2 493 335.7 532 285.4 262 －

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 66百万円(△71.1％) 23年３月期第２四半期 229百万円(―％)

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 18.96 18.92
23年３月期第２四半期 30.79 30.72

（２）連結財政状態

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 12,344 8,672 70.2

23年３月期 13,143 8,792 66.9

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 8,672百万円 23年３月期 8,792百万円

２．配当の状況

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 － 10.00 － 11.00 21.00

24年３月期 － 9.00

24年３月期(予想) － 9.00 18.00

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)

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 17,000 3.0 900 △7.8 960 △14.9 480 △0.7 56.78



  

 

 

 
  

  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、平成23年12月１日に個人投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配

布した資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

  

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (－)、除外  －社 (－)

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 9,008,560株 23年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 690,503株 23年３月期 555,442株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 8,430,577株 23年３月期２Ｑ 8,538,839株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による深刻な影響を受けたものの、

寸断されたサプライチェーンや生産活動の復旧が急速に進み、消費マインドの回復や復興需要等による

景気の持ち直しが期待されました。しかしながら、その後の復興政策の遅滞や、米国の景気低迷・欧州

の金融不安による円高・株安の進行等の影響により、景況は停滞しており先行き不透明な状況が続いて

おります。 

当情報サービス業界におきましては、平成23年10月３日発表の日銀短観の中で、平成23年度のソフト

ウェア投資計画額が、全産業で前年同期比9.6％増、製造業で前年同期比13.6％増と回復傾向を示して

おります。依然として情報システム投資に対する慎重な姿勢は見られるものの、一方では災害対策とし

てのデータセンターサービスやクラウドサービス等への関心が高まるなど、今後の回復が期待されてお

ります。 

このような経営環境において、当社グループは、お客様へ最良のサービスをご提供し、ご満足を頂く

という当社グループの原点に立ち帰るため、今期の基本方針に「原点回帰」を掲げ、スペシャリスト人

材の育成による提案型ビジネスの強化、多様化するＩＴニーズに対応するための新規ソリューションビ

ジネスの本格的な展開を推進いたしました。その結果、大型案件の立ち上がりの遅れ等の影響はあった

ものの、売上高は前年同四半期と比較して微増となりました。利益面におきましては、期初計画時に見

込んでおりました新規ソリューションビジネス推進のための先行投資や、半導体関連事業の受注拡大に

向けたテスタ導入等の設備投資、また一部で発生した不採算案件や投資有価証券評価損等の影響によ

り、前年同四半期と比較して減益となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高80億50百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業利益３

億32百万円（前年同四半期比32.7％減）、経常利益３億75百万円（前年同四半期比29.4％減）、四半期

純利益１億59百万円（前年同四半期比39.2％減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

・ソフトウェア開発事業は、既存顧客に対する受注活動の深耕や、新規ソリューションビジネスの本

格的展開に注力したことにより受注は増加したものの、一部不採算案件の発生等により減益となり

ました。その結果、売上高は44億90百万円（前年同四半期比1.3％増）、セグメント利益（営業利

益）は１億23百万円の損失（前年同四半期は３百万円の利益）となりました。 

・情報処理サービス事業は、既存顧客に対する受注活動に注力し、生産性の向上に努めたものの、前

年同四半期に売上計上した大型案件やその他スポット案件の減少により、受注が減少いたしまし

た。その結果、売上高は20億72百万円（前年同四半期比1.7％減）、セグメント利益（営業利益）

は３億38百万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。 

・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業において、新規顧客の

開拓や積極的な提案活動により自動車関連の受注が増加し、また半導体関連事業においても、主要

顧客の技術革新に対応した提案活動により受注が増加しました。しかしながら、新たな技術サービ

ス提供のための最新ツールや、受注拡大に向けた半導体テスタの導入による設備投資の影響により

減益となりました。その結果、売上高は14億87百万円（前年同四半期比4.8％増）、セグメント利

益（営業利益）は１億17百万円（前年同四半期比20.5％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は123億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億98百万

円減少いたしました。 

流動資産は74億10百万円となり、７億56百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が３億

84百万円の減少、受取手形及び売掛金が４億62百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は49億33百万円となり、42百万円減少いたしました。 

有形固定資産は15億79百万円となり45百万円増加し、無形固定資産は３億17百万円となり40百万円増

加いたしました。 

また、投資その他の資産は、投資有価証券の評価損の計上等により、１億27百万円減少し、30億36百

万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は36億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億78百万

円減少いたしました。 

流動負債は21億67百万円となり、７億62百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等が４億

27百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は15億４百万円となり、84百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は86億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億20百万円

減少いたしました。主な要因は、自己株式が94百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の66.9％から70.2％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、利益面で前年同四半期をやや下回ったものの、現時点において

は概ね予想通り推移しており、当連結会計年度（平成24年３月期）の業績見通しにつきましては、平成

23年４月22日公表の数値と変更は無く、連結売上高170億円、連結営業利益９億円、連結経常利益９億

60百万円、連結当期純利益４億80百万円を見込んでおります。 

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 3,779,210 3,394,851

受取手形及び売掛金 3,064,084 2,601,236

有価証券 358,481 358,626

商品及び製品 8,330 43,212

仕掛品 182,550 375,767

原材料及び貯蔵品 2,736 3,696

その他 790,830 650,012

貸倒引当金 △19,073 △16,682

流動資産合計 8,167,151 7,410,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,726,786 1,727,461

減価償却累計額 △902,828 △937,455

建物及び構築物（純額） 823,957 790,006

工具、器具及び備品 709,665 823,565

減価償却累計額 △495,885 △530,796

工具、器具及び備品（純額） 213,780 292,768

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 6,082 6,082

有形固定資産合計 1,534,226 1,579,262

無形固定資産   

のれん 28,909 21,971

その他 248,625 295,599

無形固定資産合計 277,534 317,570

投資その他の資産   

投資有価証券 1,947,367 1,743,935

その他 1,216,958 1,293,060

投資その他の資産合計 3,164,325 3,036,995

固定資産合計 4,976,086 4,933,829

資産合計 13,143,238 12,344,551
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 832,173 809,612

未払法人税等 601,039 173,897

賞与引当金 13,713 559,896

その他 1,483,017 624,217

流動負債合計 2,929,943 2,167,624

固定負債   

退職給付引当金 1,411,794 1,498,583

長期未払金 2,720 1,610

その他 6,070 4,698

固定負債合計 1,420,585 1,504,892

負債合計 4,350,528 3,672,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,777,043

利益剰余金 5,997,387 6,064,230

自己株式 △416,316 △510,320

株主資本合計 9,239,982 9,212,821

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228,545 135,030

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

その他の包括利益累計額合計 △447,272 △540,786

純資産合計 8,792,709 8,672,034

負債純資産合計 13,143,238 12,344,551
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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：千円)

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 7,960,389 8,050,213

売上原価 6,213,770 6,395,854

売上総利益 1,746,619 1,654,358

販売費及び一般管理費 1,252,626 1,321,805

営業利益 493,992 332,553

営業外収益   

受取利息 3,970 3,928

受取配当金 20,452 13,997

不動産賃貸料 6,209 5,213

生命保険配当金 13,501 339

保険事務手数料 3,611 3,897

受取保険金 － 13,520

保険解約益 609 18,640

助成金収入 2,824 207

その他 5,654 5,063

営業外収益合計 56,833 64,807

営業外費用   

不動産賃貸費用 13,311 12,765

持分法による投資損失 3,237 4,970

その他 1,769 3,750

営業外費用合計 18,318 21,486

経常利益 532,506 375,874

特別利益   

投資有価証券売却益 35,307 －

貸倒引当金戻入額 1,879 －

特別利益合計 37,187 －

特別損失   

固定資産除売却損 7,358 57

投資有価証券評価損 68,548 33,585

ゴルフ会員権評価損 － 5,885

事務所移転費用 － 16,070

特別損失合計 75,906 55,600

税金等調整前四半期純利益 493,787 320,274

法人税、住民税及び事業税 254,515 197,825

法人税等調整額 △22,557 △37,378

法人税等合計 231,958 160,446

少数株主損益調整前四半期純利益 261,828 159,827

少数株主損失（△） △1,041 －

四半期純利益 262,870 159,827
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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：千円)

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 261,828 159,827

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,648 △93,514

その他の包括利益合計 △32,648 △93,514

四半期包括利益 229,180 66,313

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 230,221 66,313

少数株主に係る四半期包括利益 △1,041 －
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 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） 

  該当事項はありません。 

  

 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） 

  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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