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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 9,971 0.3 502 55.2 440 48.4 166 224.3
23年3月期第2四半期 9,944 △6.4 323 59.6 296 139.3 51 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 179百万円 （437.4％） 23年3月期第2四半期 33百万円 （―％）

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 12.81 12.31
23年3月期第2四半期 3.62 3.62

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 20,966 8,333 36.4
23年3月期 19,870 8,322 38.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,636百万円 23年3月期  7,625百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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 21,300 4.9 1,130 32.6 990 21.8 500 113.9 38.37



(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、添付資料P．２「サマリー情報（その他）に関する事項」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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

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 15,235,840 株 23年3月期 15,235,840 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,204,840 株 23年3月期 2,204,840 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 13,031,000 株 23年3月期2Q 14,218,221 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）のわが国経済は、東日本大震災に伴う生

産活動の停滞から一部サプライチェーンの復旧により持ち直しの兆しが見られたものの、欧米の金融不安に起因す

る海外経済の減速懸念など、先行き不透明感が強まっています。 

  当社グループが属する情報サービス業界は、震災による景気の低迷を受け、企業のIT投資に対する慎重姿勢が一

段と深まり、厳しい状況が続いています。そうした中でも、災害対策や経営合理化を目的としたデータセンターや

クラウドサービス利用への関心は高まりを見せております。 

 このような環境下、当社グループは継続して顧客企業とのリレーション強化を図るとともに、新規顧客開拓に注

力いたしました。特に企業のIT利用形態が「所有」から「利用」へと変化する中で、データセンターを活用したIT

マネージドサービスやクラウドサービスなどストックビジネスの拡大を積極的に図りました。 

 以上の結果、売上高はシステム開発サービスが減少したものの、情報処理サービスが増加し、9,971百万円（前

年同四半期連結累計期間比0.3％増）となりました。  

 利益面につきましては、情報処理サービス売上高の増加、データセンターの稼働率向上、システム開発の生産性

向上によるコスト改善、販売費及び一般管理費の低減により、営業利益は502百万円（同55.2％増）、経常利益は

440百万円（同48.4％増）、四半期純利益は166百万円（同224.3％増）となりました。  

  

当第２四半期連結累計期間におけるサービス別売上高の状況は以下のとおりです。  

[情報処理サービス]  

 データセンターを活用したITマネージドサービスやクラウドサービスで売上を伸ばした結果、3,738百万円（前

年同四半期連結累計期間比4.6％増）となりました。 

  

[システム開発サービス]  

 震災の影響等もあり、企業のシステム投資の案件先送りや、予算の凍結などが見られた結果、5,797百万円（同

3.1％減）となりました。  

  

[システム機器販売]  

 流通業および金融業向けのシステム構築に付随した機器販売が増加した結果、435百万円（同12.7％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２四半期連結会計期間末における総資産は20,966百万円となり、前連結会計年度末比1,095百万円の増加と

なりました。その主な要因は受取手形及び売掛金の増加およびデータセンター設備の拡充などによる有形固定資産

の増加等があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,333百万円となり、自己資本比率は36.4％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の業績は概ね当初予定通りに推移しており、平成23年５月10日に公表いたしました通

期の業績予想に変更はありません。  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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、税引前四半期純利益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

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 2,297,263 2,607,525

受取手形及び売掛金 3,492,857 3,616,033

商品及び製品 23,261 27,203

仕掛品 94,833 134,674

原材料及び貯蔵品 23,619 25,617

その他 666,785 756,431

貸倒引当金 △5,745 △9,158

流動資産合計 6,592,875 7,158,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,789,931 6,862,485

土地 3,507,614 3,495,261

その他（純額） 1,310,756 892,884

有形固定資産合計 10,608,302 11,250,630

無形固定資産   

のれん 75,637 6,816

その他 752,121 696,475

無形固定資産合計 827,758 703,291

投資その他の資産   

その他 1,884,452 1,892,021

貸倒引当金 △50,360 △43,150

投資その他の資産合計 1,834,092 1,848,870

固定資産合計 13,270,153 13,802,793

繰延資産 7,895 5,674

資産合計 19,870,923 20,966,794



（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   

買掛金 526,762 529,243

短期借入金 2,469,320 2,992,684

未払法人税等 71,103 240,983

賞与引当金 560,012 567,359

工事損失引当金 2,353 266

資産除去債務 4,209 －

その他 1,567,031 1,589,087

流動負債合計 5,200,792 5,919,624

固定負債   

社債 950,000 950,000

長期借入金 4,205,420 4,524,720

退職給付引当金 621,430 622,753

資産除去債務 40,323 40,397

その他 530,946 576,088

固定負債合計 6,348,120 6,713,959

負債合計 11,548,912 12,633,583

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,353,189

利益剰余金 2,224,106 2,234,648

自己株式 △1,147,453 △1,147,453

株主資本合計 7,633,836 7,644,378

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,044 △7,396

その他の包括利益累計額合計 △8,044 △7,396

少数株主持分 696,219 696,229

純資産合計 8,322,011 8,333,211

負債純資産合計 19,870,923 20,966,794



（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 9,944,921 9,971,090

売上原価 7,705,181 7,579,913

売上総利益 2,239,739 2,391,177

販売費及び一般管理費 1,915,828 1,888,416

営業利益 323,911 502,760

営業外収益   

受取利息 137 1,895

受取配当金 2,875 2,528

助成金収入 43,045 1,019

その他 18,355 16,096

営業外収益合計 64,414 21,540

営業外費用   

支払利息 58,666 51,674

持分法による投資損失 8,929 4,559

その他 23,865 27,447

営業外費用合計 91,461 83,681

経常利益 296,864 440,619

特別利益   

固定資産売却益 － 3

前期損益修正益 1,458 －

特別利益合計 1,458 3

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 12,745

減損損失 － 12,623

災害による損失 － 12,029

固定資産売却損 147 2,355

投資有価証券評価損 － 1,140

固定資産除却損 2,160 427

退職特別加算金 50,594 －

事務所移転費用 24,260 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,997 －

特別損失合計 84,160 41,321

税金等調整前四半期純利益 214,162 399,301

法人税等 159,215 218,941

少数株主損益調整前四半期純利益 54,946 180,359

少数株主利益 3,471 13,445

四半期純利益 51,475 166,914



（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 54,946 180,359

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,469 △448

その他の包括利益合計 △21,469 △448

四半期包括利益 33,477 179,910

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,243 167,568

少数株主に係る四半期包括利益 3,234 12,342



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 214,162 399,301

減価償却費 484,930 470,986

のれん償却額 69,011 68,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,806 2,072

受取利息及び受取配当金 △3,013 △4,423

支払利息 58,666 51,674

売上債権の増減額（△は増加） △70,636 △123,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,373 △45,779

仕入債務の増減額（△は減少） △193,439 2,480

未払消費税等の増減額（△は減少） 131,627 △51,869

その他 △78,369 55,759

小計 647,371 825,609

利息及び配当金の受取額 3,028 2,649

投資事業組合分配金の受取額 4,216 1,000

利息の支払額 △58,358 △51,979

法人税等の支払額 △228,486 △51,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 367,771 725,712

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △177,064 △956,721

無形固定資産の取得による支出 △55,191 △55,003

その他 246,977 △8,219

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,721 △1,019,944

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △480,000 440,000

長期借入れによる収入 － 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △655,236 △647,336

自己株式の売却による収入 6,822 －

自己株式の取得による支出 △3 －

配当金の支払額 △141,478 △156,101

リース債務の返済による支出 － △69,729

少数株主への配当金の支払額 △12,248 △12,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,282,145 604,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △899,652 310,262

現金及び現金同等物の期首残高 3,085,617 2,297,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,185,965 2,607,525



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
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