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1.  平成24年7月期第1四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成23年10月31日） 

（注）平成24年１月31日を基準日として、１株を200株に分割いたしますが、記載数値は、当該分割を考慮しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成24年１月31日を基準日として、１株を200株に分割いたしますが、記載数値は、当該分割を考慮しておりません。  

(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7月期第1四半期 3,476 25.4 717 75.1 642 92.1 363 91.6
23年7月期第1四半期 2,772 22.6 410 43.9 334 66.8 189 62.2

（注）包括利益 24年7月期第1四半期 362百万円 （90.8％） 23年7月期第1四半期 189百万円 （―％）

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7月期第1四半期 2,202.32 2,149.14
23年7月期第1四半期 1,158.25 1,142.23

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年7月期第1四半期 27,000 7,318 26.6 43,420.11
23年7月期 27,761 7,163 25.3 42,586.73
（参考） 自己資本   24年7月期第1四半期  7,169百万円 23年7月期  7,026百万円

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  ：  有  
平成24年１月31日を基準日として、１株を200株に分割いたしますが、記載数値は、当該分割を考慮しておりません。 
平成23年12月５日付「株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

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7月期 ― 0.00 ― 1,400.00 1,400.00
24年7月期 ―
24年7月期（予想） 800.00 ― 1,000.00 1,800.00

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31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  
平成24年１月31日を基準日として、１株を200株に分割いたしますが、記載数値は、当該分割を考慮しておりません。 

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) 6,800 20.6 1,150 19.7 1,000 23.3 550 25.2 3,333.47
通期 15,000 25.5 2,600 27.9 2,300 32.8 1,250 38.3 7,576.07



(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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表 
示方法等の変更の有無となります。 

(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 
１．平成23年９月７日発表の業績予想を修正しておりません。 
２．平成23年12月５日に「株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」を発表しておりますが、記載数値は、当該分
割を考慮しておりません。 
３．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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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7月期1Q 168,770 株 23年7月期 168,655 株
② 期末自己株式数 24年7月期1Q 3,662 株 23年7月期 3,662 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期1Q 165,043 株 23年7月期1Q 163,760 株
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(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におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による直接的

な被害に加え、原子力発電所に起因した電力供給不足に加え、欧州債務危機の再燃や米国経済の減衰に見られる世界

的な景気後退懸念の拡大等、依然として先行きは不透明な状態が続いております。 

一方、国内ＩＴアウトソーシングサービス市場に関しましては、平成22年に２兆7,016億円であった市場規模がそ

の後５年間年平均成長率3.5％で推移し、平成25年には３兆1,555億円となることが見込まれております（矢野経済研

究所）。ＩＴアウトソーシングサービスは、利用者側にとってはコスト削減に繋がるサービスでもあるため、景気の

先行きに不透明感が増す状況の中でも、ユーザーニーズの多様化に対応したサービスによってコスト削減を実現させ

つつ経営基盤強化に繋がるサービスを提供することができる企業を中心に、当該市場は引き続き堅調な成長を継続す

ることが予想されております。また、当社グループの中核サービスであるｉＤＣサービスと相関性の高いデータセン

ター市場に関しましては、平成22年に9,526億円であった市場が、クラウドコンピューティングやＳａａＳ等新たな

サービス需要の高まりなどにより平成23年には１兆221億円に、平成24年には１兆1,488億円に達すると見込まれ、そ

の後も10％程度の成長が見込まれております。（IDC Japan）。 

このような環境の下、当社グループは当第１四半期連結累計期間も、引き続きｉＤＣサービスの販売を進めること

によりデータセンターの稼動率を高めるとともに、レンタルやクラウドサービスを中心としたマネージドサービスの

収益も拡大するなど、ｉＤＣサービス、マネージドサービスが順調に推移した結果、当第１四半期連結累計期間の売

上高は3,476百万円（前年同期比25.4％増加）、営業利益717百万円（前年同期比75.1％増加）、経常利益642百万円

（前年同期比92.1％増加）となり、四半期純利益は363百万円（前年同期比91.6％増加）となりました。 

＜ｉＤＣサービス＞ 

ｉＤＣサービスにおきましては、堅調な市場環境に応え得る拡張性のあるスペースと十分な受電能力を備えたデー

タセンターを基盤に、引き続き営業体制を整備・強化した結果、当第１四半期連結会計期間末において稼動ラック数

は4,143ラック（前年同期比21.4％増加）となり、売上高、顧客数ともに着実な積み上げを達成することができまし

た。 

その結果、ｉＤＣサービスの当第１四半期連結累計期間の売上高は2,528百万円（前年同期比22.0％増加）となり

ました。 

＜マネージドサービス＞ 

マネージドサービスにおきましては、クラウドサービスの強化を行ったことに加え、レンタルサービスの販売も増

加したこと等により、売上面、収益面のいずれも向上いたしました。 

その結果、マネージドサービスの当第１四半期連結累計期間の売上高は723百万円（前年同期比57.7％増加）とな

りました。 

＜ソリューションサービス＞ 

ソリューションサービスにおきましては、100％子会社である株式会社ビットサーフにおけるグループ外向けの人

材サービス提供は引き続き好調であったものの、レンタルやクラウドサービスに注力した結果、ソリューションサー

ビスの当第１四半期連結累計期間の売上高は223百万円（前年同期比6.6％減少）となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は27,000百万円となり、前連結会計年度末に比べ760百万円減少しま

した。これは現金及び預金の減少536百万円、本社移転に伴う設備投資やデータセンター等の設備投資による有形固

定資産の増加769百万円及びデータセンター建物、設備等の減価償却による減少698百万円が主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ916百万円減少し19,681百万円となりま

した。これは借入金残高の減少679百万円及び未払法人税等の減少302百万円等が主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ155百万円増加し7,318百万円となりま

した。これは剰余金の配当230百万円及び四半期純利益363百万円が主な要因であります。この結果、自己資本比率は

26.6％となりました。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年７月期の連結業績予想の見直しは、行っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結会計期間より、セタ・インターナショナル㈱は重要性が増したため、連結の範囲に含めておりま

す。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算) 

税金費用については、当第１四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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計方針の変更) 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年

６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプシ

ョンについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額

のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

＜追加情報＞ 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,456,206 2,919,324

売掛金 601,838 679,054

その他 1,047,587 728,181

貸倒引当金 △8,411 △10,316

流動資産合計 5,097,220 4,316,243

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,265,853 15,123,949

機械及び装置（純額） 250,402 272,461

工具、器具及び備品（純額） 1,317,464 1,352,204

リース資産（純額） 3,061,505 3,174,256

建設仮勘定 135,908 178,456

有形固定資産合計 20,031,134 20,101,328

無形固定資産   

のれん 163,709 153,152

その他 287,660 278,811

無形固定資産合計 451,370 431,964

投資その他の資産   

投資有価証券 257,006 252,006

差入保証金 945,922 930,670

その他 1,061,268 1,049,983

貸倒引当金 △82,320 △81,551

投資その他の資産合計 2,181,876 2,151,108

固定資産合計 22,664,381 22,684,401

資産合計 27,761,602 27,000,645
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 190,000 180,000

1年内返済予定の長期借入金 6,014,540 4,590,740

リース債務 955,032 1,025,389

未払金 882,541 768,174

未払法人税等 588,968 286,328

賞与引当金 77,015 124,730

前受金 811,249 878,541

その他 194,284 149,560

流動負債合計 9,713,632 8,003,464

固定負債   

長期借入金 8,727,060 9,480,900

リース債務 2,157,287 2,197,530

固定負債合計 10,884,347 11,678,430

負債合計 20,597,979 19,681,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,732,738 2,738,097

資本剰余金 1,667,798 1,673,157

利益剰余金 2,900,072 3,031,848

自己株式 △274,095 △274,095

株主資本合計 7,026,513 7,169,008

新株予約権 135,083 144,092

少数株主持分 2,026 5,649

純資産合計 7,163,623 7,318,750

負債純資産合計 27,761,602 27,000,645
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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８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 

 至 平成23年10月31日) 

売上高 2,772,200 3,476,383

売上原価 2,045,364 2,355,272

売上総利益 726,835 1,121,110

販売費及び一般管理費 316,782 403,254

営業利益 410,052 717,855

営業外収益   

受取利息 4,275 4,158

その他 1,040 124

営業外収益合計 5,315 4,283

営業外費用   

支払利息 81,030 79,745

その他 8 6

営業外費用合計 81,038 79,752

経常利益 334,330 642,387

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,087 －

特別損失合計 2,087 －

税金等調整前四半期純利益 332,243 642,387

法人税等 142,468 280,284

少数株主損益調整前四半期純利益 189,774 362,102

少数株主利益又は少数株主損失（△） 98 △1,376

四半期純利益 189,675 363,479
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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８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 

 至 平成23年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 189,774 362,102

四半期包括利益 189,774 362,102

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 189,675 363,479

少数株主に係る四半期包括利益 98 △1,376
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該当事項はありません。 

当社グループは、総合ＩＴアウトソーシング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

該当事項はありません。 

（新株予約権の発行） 

当社は、平成23年12月５日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対しス

トック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

今回発行する新株予約権は、次の三種類で構成されております。当社取締役を対象とし、賞与支給制度の代替

となる業績連動型報酬として支給することを目的としたストックオプションＡプラン。当社取締役を対象とし、

退職慰労金制度の代替として支給することを目的としたストックオプションＢプラン。当社従業員及び当社子会

社取締役を対象としたストックオプションＣプランであります。 

Ⅰ．ストックオプションＡプランによる新株予約権の発行要領 

(ⅰ) 付与対象者の区分及び人数並びに内訳 

当社取締役 ４名（241個） 

(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 241株 

(ⅲ) 新株予約権の総数 

241個 

(ⅳ) 新株予約権の払込金額 

無償 

(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

(ⅵ) 新株予約権の権利行使期間 

平成25年12月21日から平成33年12月４日までとする。 

(ⅶ) 新株予約権の割当日 

平成23年12月20日 

Ⅱ．ストックオプションＢプランによる新株予約権の発行要領 

(ⅰ) 付与対象者の区分及び人数並びに内訳 

当社取締役 ５名（310個） 

(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 310株 

(ⅲ) 新株予約権の総数 

310個 

(ⅳ) 新株予約権の払込金額 

無償 

(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

(ⅵ) 新株予約権の権利行使期間 

平成23年12月21日から平成53年12月４日までとする。 

(ⅶ) 新株予約権の割当日 

平成23年12月20日 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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Ⅲ．ストックオプションＣプランによる新株予約権の発行要領 

(ⅰ) 付与対象者の区分及び人数並びに内訳 

当社従業員及び当社子会社取締役 117名（970個） 

(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 970株 

(ⅲ) 新株予約権の総数 

970個 

(ⅳ) 新株予約権の払込金額 

無償 

(ⅴ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により算定される、新株予約権を行使すること

により交付を受けることができる株式１株当たりの出資金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数

を乗じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）における

大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値又は新株予約権の割当日の前日の大阪証券取引

所における当社株式普通取引の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のうちいずれ

か高い方に1.025を乗じた金額とし、また、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、割当日後、当社が時価を下回る価額による新株式の発行又は自己株式を処分する場合（会社法第

194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換

又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使に

よる場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

（上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるもの

とする。） 

(ⅵ) 新株予約権の権利行使期間 

平成25年12月21日から平成33年12月４日までとする。 

(ⅶ) 新株予約権の割当日 

平成23年12月20日 

（株式分割及び単元株制度の採用） 

平成23年12月５日開催の取締役会決議に基づき、平成24年２月１日付で、下記の通り株式分割及び単元株制度

の導入を行うことを決議いたしました。 

(ⅰ) 株式分割及び単元株制度の採用 

 株式を分割することにより、株式の流動性を向上させ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整える

ことで、投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

 また、単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目標とする全国証券取引所の「売買単位の集

約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、株式の分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度

を採用することといたしました。 

(ⅱ) 株式分割の方法 

平成24年１月31日を基準日として、同日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通

株式を、１株につき200株の割合をもって分割いたします。 

(ⅲ) 単元株制度の採用 

１単元の株式の数を100株といたします。 

(ⅳ) 株式分割及び単元株制度の効力発生日 

平成24年２月１日 

(ⅴ) 株式分割により増加する株式数 普通株式  33,592,195株 

(ⅵ) 株式分割後の発行済株式総数  普通株式  33,761,000株 

(ⅶ) 株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 109,000,000株 

        既発行 

株式数 
＋ 

新発行株式数×１株当たり払込金額 

調 整 後

行 使 価 額
＝ 

調 整 前

行 使 価 額
× 

時  価 

既発行株式数＋新発行株式数 
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(ⅷ) １株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前連結会計年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおり

となっております。 

（１株当たり純資産） 

（１株当たり四半期純利益等） 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年８月１日 
至 平成22年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年８月１日 

至 平成23年10月31日） 

１株当たり純資産 円 銭 212 93 円 銭 217 10

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年８月１日 

至 平成22年10月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年８月１日 

至 平成23年10月31日） 

１株当たり純資産 円 銭 190 92 円 銭 217 10

１株当たり四半期純利益 円 銭 5 79 円01銭 11

潜在株式調整後１株当たり純利益 円 銭 5 71 円 銭 10 75
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