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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7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6月期第1四半期 1,094 56.7 △58 ― △56 ― △38 ―
23年6月期第1四半期 698 7.3 △172 ― △175 ― △139 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △2百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △70百万円 （―％）

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6月期第1四半期 △146.82 ―
23年6月期第1四半期 △528.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 5,767 4,571 79.3
23年6月期 5,717 4,705 82.3
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  4,571百万円 23年6月期  4,705百万円

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6月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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) 2,400 15.9 10 ― 12 ― 5 ― 18.98
通期 5,300 11.3 400 24.6 410 20.2 220 70.5 835.23



(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 
上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は【添付資料】Ｐ３「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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6月期1Q 263,400 株 23年6月期 263,400 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q ― 株 23年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 263,400 株 23年6月期1Q 263,400 株
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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 

当第１四半期連結累計期間の国内経済情勢は、震災による落ち込みからの回復過程を経て緩やかな持ち

直しの動きが続いてきましたが、先行きの見通しについては海外経済情勢をめぐる不透明感等を背景とし

て慎重な見方が強まっています。 

当社の主要な事業領域であるクレジットカードや金融の各業界各社においてもシステム投資に対する慎

重な姿勢に変化はなく、特に証券業界においては株価急落の影響等により、システム投資が抑制される傾

向が更に強まるものとみられ、当社にとっては厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような事業環境において、当社は既存顧客を中心として事業を進めてきました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間においては、売上高 1,094 百万円（前年同四半期比 56.7％増）、経

常損失 56 百万円（前年同四半期は 175 百万円の経常損失）、四半期純損失 38 百万円（前年同四半期は 139

百万円の四半期純損失）となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

・カードビジネスのフロント業務 

  カードビジネスのフロント業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社向けのシス

テム開発受託及びシステム保守並びにハードウェア販売等により、当第１四半期連結累計期間の売上高

は 496 百万円、営業利益は 63 百万円となりました。 

 

・システムソリューション業務 

  システムソリューション業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社、証券会社向

けのシステム開発受託と親会社大日本印刷株式会社のグループ会社向けのシステム開発受託を中心とし

て、当第１四半期連結累計期間の売上高は 518 百万円、営業利益は４百万円となりました。 

 

・セキュリティシステム業務 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏洩対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセキュ

リティ製品の販売等により当第１四半期連結累計期間の売上高は 73 百万円、営業損失は 70 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 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 50 百万円増加し、5,767

百万円となりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 75 百万円減少し、3,746 百万円となり

ました。これは主に、たな卸資産 275 百万円の増加がありましたが、現金及び預金 215 百万円の減少並

びに受取手形及び売掛金 160 百万円の減少があったためです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 125

百万円増加し、2,020 百万円となりました。これは主に、無形固定資産 54 百万円の増加及び投資有価証

券 66 百万円の増加によるものです。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ184百万円増加し、1,195

百万円となりました。これは主に、未払法人税等 103 百万円の減少がありましたが、賞与引当金 67 百万

円並びに支払手形及び買掛金 231 百万円の増加によるものです。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 134 百万円減少し、

4,571 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 170 百万円の減少によるものです。 
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（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８月 10 日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

 ※上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

 

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 

   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。 
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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６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,782,535 2,567,519

受取手形及び売掛金 825,686 665,304

たな卸資産 121,821 397,789

その他 92,924 116,668

貸倒引当金 △930 △750

流動資産合計 3,822,037 3,746,531

固定資産

有形固定資産 388,203 400,332

無形固定資産 131,619 186,308

投資その他の資産

投資有価証券 887,231 953,690

その他 584,717 576,319

貸倒引当金 △96,678 △96,044

投資その他の資産合計 1,375,270 1,433,965

固定資産合計 1,895,093 2,020,607

資産合計 5,717,131 5,767,139

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 249,101 481,077

未払法人税等 106,215 2,420

賞与引当金 76,829 144,098

役員賞与引当金 12,813 －

関係会社事業損失引当金 25,211 20,939

その他 294,852 295,117

流動負債合計 765,024 943,652

固定負債

退職給付引当金 145,761 146,955

役員退職慰労引当金 58,127 35,857

資産除去債務 40,887 41,043

その他 1,519 28,075

固定負債合計 246,295 251,931

負債合計 1,011,319 1,195,584

純資産の部

株主資本

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 559,622 559,622

利益剰余金 3,248,435 3,078,062

株主資本合計 4,651,807 4,481,434

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 119,355 158,651

為替換算調整勘定 △65,352 △68,531

その他の包括利益累計額合計 54,003 90,119

純資産合計 4,705,811 4,571,554

負債純資産合計 5,717,131 5,767,139
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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７月１日
至 平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 698,382 1,094,447

売上原価 546,969 819,038

売上総利益 151,413 275,408

販売費及び一般管理費 324,013 333,449

営業損失（△） △172,599 △58,041

営業外収益

受取利息 305 181

受取配当金 41 57

為替差益 － 1,584

受取賃貸料 730 －

その他 817 1,468

営業外収益合計 1,894 3,291

営業外費用

支払利息 86 －

為替差損 3,065 －

コミットメントフィー 1,231 1,260

その他 273 223

営業外費用合計 4,657 1,483

経常損失（△） △175,363 △56,233

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,893 －

特別利益合計 4,893 －

特別損失

減損損失 642 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24,040 －

その他 4,711 －

特別損失合計 29,394 －

税金等調整前四半期純損失（△） △199,864 △56,233

法人税、住民税及び事業税 285 285

法人税等調整額 △60,838 △17,845

法人税等合計 △60,552 △17,559

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,311 △38,673

四半期純損失（△） △139,311 △38,673
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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７月１日
至 平成22年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７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損失（△） △139,311 △38,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 76,459 39,295

為替換算調整勘定 △7,884 △3,179

その他の包括利益合計 68,575 36,116

四半期包括利益 △70,735 △2,556

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △70,735 △2,556

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（3）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 23 年７月１日 至 平成 23 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 371,858 258,167 68,356 698,382 ― 698,382

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 371,858 258,167 68,356 698,382 ― 698,382

セグメント利益又は損失(△) 25,662 △46,734 △151,528 △172,599 ― △172,599

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

   セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しているため、差

異調整は行っておりません。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 
（注） 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 496,768 518,896 73,852 1,089,517 4,930 1,094,447

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 496,768 518,896 73,852 1,089,517 4,930 1,094,447

セグメント利益又は損失(△) 63,229 4,127 △70,449 △3,092 △54,948 △58,041

（注）「その他」の区分は、報告セグメントにあたらない部門に該当するものであり、他のセグメントに含まれ
ない他社製品のソフトウェアやハードウェアの販売を行っております。 

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

   セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しているため、差

異調整は行っておりません。 
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（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成 23 年７月１日 至 平成 23 年９月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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