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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 8,106 ― 469 ― 491 ― 298 ―

23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 279百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 ―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 60.88 ―

23年3月期第2四半期 ― ―

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 13,296 9,723 69.7
23年3月期 13,632 9,561 66.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,265百万円 23年3月期  9,112百万円

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  

注）23年３月期期末配当金の内訳 普通配当18円00銭、記念配当5円00銭 

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 ― 16.00 ― 23.00 39.00
24年3月期 ― 18.00

24年3月期（予想） ― 18.00 36.00

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 17,000 1.3 1,250 △4.9 1,230 △5.0 690 △0.8 140.61



(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 
く四半期財務諸表のレビュー手続き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 
・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については、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性情報 （３）連結業 
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当四半期決算短信は第２四半期に係る最初に提出する四半期決算短信であるため、前第２四半期連結累計期間を記載しておりません。 
・当社は、平成23年11月21日（月）に投資家向け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

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 4,907,100 株 23年3月期 4,907,100 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,907,100 株 23年3月期2Q 4,000,000 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～平成23年９月30日）におけるわが国の経済は、平成23年３月11

日に発生した東日本大震災の影響により生産や輸出は大きく低下しました。その後、一部に持ち直す動きはみられ

ましたが、電力供給不足や円高長期化の問題もあり先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループが属します情報サービス産業においても、震災の影響や円高などによる景気の先行き不安に伴う企

業の投資抑制やＩＴ関連投資の見直しなど引き続き厳しい経営環境が続いていますが、事業継続や災害対策の強化

に対する意識の高まりから、クラウドやデータセンター利用などのＩＴインフラに関するニーズは増加しておりま

す。 

 このような経営環境の下、当社グル－プは新データセンター建設推進やＩＤＣを中心としたデータセンターサー

ビス及びシステムインテグレーションサービスの営業推進に注力してまいりました。売上面では公共部門のソフト

ウエア開発案件や、ハードウエア更改ニーズを捉えたシステム機器販売の増加などにより、当第２四半期連結累計

期間の売上高は概ね当初計画通りの8,106百万円となりました。利益面では、一部ソフトウエア開発案件に係る引

当金の計上や夏季電力抑制対応に係る計画外費用などにより、営業利益は469百万円、経常利益は491百万円とな

り、四半期純利益は298百万円となりました。 

  

 セグメント別の業績に関しては以下のとおりであります。 

  

（情報処理サービス） 

 一般法人顧客の契約終了案件や受注の減少がありましたが、受託計算やアウトソーシング及びＩＤＣなどの安定

的な契約継続案件を中心に、売上高は4,227百万円、セグメント利益は871百万円となりました。 

  

（ソフトウエア開発） 

 一般法人顧客の常駐開発案件の減少がありましたが、公共団体向け新システムの移行に伴うソフトウエア開発案

件により、売上高は2,288百万円、セグメント利益は、一部ソフトウエア開発案件に係る引当金の計上があり133百

万円となりました。 

  

（その他情報サービス） 

 公共団体向けパッケージソフト販売関連が好調でありましたが、金融機関向け機器設置等のスポット案件や自治

体向けのパッケージソフトの販売が減少したことにより、売上高は992百万円、セグメント利益は105百万円となり

ました。 

  

（システム機器販売） 

 一般法人顧客向け販売が好調であり、売上高は598百万円、セグメント利益は62百万円となりました。 

  

  

（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の資産合計は、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比798百万円減少したこと

などにより、前連結会計年度末比335百万円減少して13,296百万円となりました。 

 負債合計は、前連結会計年度末比リース債務が205百万円、未払法人税等が84百万円それぞれ減少したことなど

により、前連結会計年度末比497百万円減少して3,573百万円となりました。 

 純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末比161百万円増加して9,723百万円となりまし

た。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.8ポイント増加して69.7％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 1,085,888 942,374 

受取手形及び売掛金 2,405,501 1,607,459 

有価証券 3,511,070 4,331,283 

商品 147,520 158,155 

仕掛品 88,017 116,342 

原材料及び貯蔵品 13,980 13,173 

その他 412,845 432,633 

貸倒引当金 △8,878 △7,136 

流動資産合計 7,655,945 7,594,285 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,572,515 1,572,515 

リース資産（純額） 765,916 589,360 

その他（純額） 1,587,159 1,559,310 

有形固定資産合計 3,925,590 3,721,186 

無形固定資産   

のれん 846 － 

その他 486,360 504,333 

無形固定資産合計 487,206 504,333 

投資その他の資産   

その他 1,563,945 1,478,023 

貸倒引当金 △523 △861 

投資その他の資産合計 1,563,421 1,477,162 

固定資産合計 5,976,218 5,702,682 

資産合計 13,632,163 13,296,968 

負債の部   

流動負債   

買掛金 616,605 591,649 

リース債務 423,617 373,154 

未払法人税等 332,016 247,041 

受注損失引当金 1,086 54,519 

製品保証引当金 38,326 74,181 

その他 1,390,991 1,113,422 

流動負債合計 2,802,643 2,453,967 

固定負債   

リース債務 484,052 329,377 

退職給付引当金 609,792 622,316 

長期未払金 154,088 151,438 
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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) 

負ののれん 19,778 16,525 

その他 685 295 

固定負債合計 1,268,397 1,119,954 

負債合計 4,071,040 3,573,922 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,398,557 1,398,557 

資本剰余金 473,557 473,557 

利益剰余金 7,177,961 7,363,850 

株主資本合計 9,050,075 9,235,964 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,949 29,417 

その他の包括利益累計額合計 61,949 29,417 

少数株主持分 449,097 457,664 

純資産合計 9,561,122 9,723,045 

負債純資産合計 13,632,163 13,296,968 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 8,106,137 

売上原価 6,079,415 

売上総利益 2,026,722 

販売費及び一般管理費 1,557,020 

営業利益 469,701 

営業外収益  

受取利息 3,385 

受取配当金 17,528 

負ののれん償却額 3,252 

その他 11,501 

営業外収益合計 35,667 

営業外費用  

支払利息 13,804 

その他 117 

営業外費用合計 13,921 

経常利益 491,447 

特別利益  

受取補償金 60,455 

特別利益合計 60,455 

特別損失  

固定資産除却損 4,614 

投資有価証券評価損 2,398 

その他 584 

特別損失合計 7,597 

税金等調整前四半期純利益 544,304 

法人税、住民税及び事業税 251,165 

法人税等調整額 △18,939 

法人税等合計 232,226 

少数株主損益調整前四半期純利益 312,078 

少数株主利益 13,326 

四半期純利益 298,752 

少数株主利益 13,326 

少数株主損益調整前四半期純利益 312,078 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △32,532 

その他の包括利益合計 △32,532 

四半期包括利益 279,546 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 266,219 

少数株主に係る四半期包括利益 13,326 
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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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