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１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 16,697 1.1 713 △26.8 799 △29.2 216 △55.1
23年３月期 16,512 1.6 975 37.7 1,128 48.0 483 80.0

(注) 包括利益 24年３月期 296百万円( △60.4％) 23年３月期 748百万円( 99.8％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 25.90 25.85 2.5 6.1 4.3
23年３月期 56.73 56.62 5.7 9.0 5.9

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 △2百万円 23年３月期 △5百万円

（２）連結財政状態

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３月期 13,233 8,831 66.7 1,061.23
23年３月期 13,143 8,792 66.9 1,040.17

(参考) 自己資本 24年３月期 8,827百万円 23年３月期 8,792百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期 793 △249 △257 4,403
23年３月期 1,352 △205 △220 4,117

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年３月期 ― 10.00 ― 11.00 21.00 178 37.0 2.1
24年３月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 149 69.5 1.7

25年３月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 31.4

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 8,900 10.6 450 35.3 450 19.7 240 50.2 28.85
通 期 18,500 10.8 1,000 40.1 1,000 25.1 530 144.4 63.72



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

 

   

 

※ 注記事項

（１）期中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

  新規 ―社 ( ― ) 、除外 ―社 ( ― )

（２）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

（３）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 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 690,503株 23年３月期 555,442株

③ 期中平均株式数 24年３月期 8,374,317株 23年３月期 8,517,914株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 10,225 4.6 36 △86.3 743 △11.0 401 37.4
23年３月期 9,776 △16.2 266 197.9 834 38.8 292 8.4

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

24年３月期 47.99 47.89
23年３月期 34.34 34.27

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３月期 11,662 8,713 74.7 1,047.49
23年３月期 11,107 8,493 76.5 1,004.77

(参考) 自己資本 24年３月期 8,713百万円 23年３月期 8,493百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表

に対する監査手続を実施中です。

※ 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。業績予想の
前提となる仮定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、添付資料２ページ「経営成績に関する
分析」をご覧ください。
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴い、緩やかな回復の兆しが見ら

れたものの、米国経済の回復鈍化や欧州の財政不安による円高の進行や株価の低迷等により、不透明な

状況で推移しました。年度末にかけては、株価の上昇など一部に明るい兆しが見受けられたものの、依

然として予断を許さない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、情報システムの「所有」から「利用」へのパラダイムシフト

や、ソフトウェア開発（受託開発）、情報処理サービスのオフショアへの流出等により、従来型サービ

スの市場縮小が懸念されております。しかしながら、クラウドコンピューティングサービスやアウトソ

ーシングサービスへの関心の高まり、スマートフォンやタブレット端末の普及、スマートシティ等のエ

ネルギー・インフラ関連ビジネスの確立など、新規分野における市場の成長が期待されており、今後は

今まで以上に、多様化する顧客ニーズへの対応が求められるものと思われます。 

このような経営環境におきまして、当社グループは、お客様へ 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、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。 

昨年11月には、幅広い分野での経営コンサルティングに実績のある株式会社レイヤーズ・コンサルテ

ィング様との、専門分野における補完関係の強化を目的として、合弁会社「レイヤーズ・ＴＤＩソリュ

ーションズ株式会社」を設立いたしました。今年２月には、お客様に対するサービス価値向上のための

グローバルサービス拠点として、中国子会社「大連ＴＤＩ情報技術開発有限会社」を設立し、今年３月

には、データセンター事業との融合による、次世代に向けた新たな情報システムサービス事業の確立を

目的として、カゴヤ・ジャパン株式会社と資本業務提携契約を締結するなど、積極的なＭ＆Ａ・投資戦

略を展開してまいりました。 

また、今年３月には新中期経営計画「Rising to the Future」を策定し、今後のグループ全体の更な

る成長に向けた事業活動を展開しております。 

その結果、大型案件の立ち上がりの遅れや、スポット案件の減少等の影響はあったものの、既存顧客

からの受注拡大や、新規顧客の開拓により、売上高は前年同期と比較して微増となりました。しかしな

がら、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に加え、一部の不採算案

件対応、半導体関連の主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社様の会社更生法適用による影響、投資

有価証券評価損、並びに平成23年12月２日付けで公布された法人税率引下げに伴う繰延税金資産の取崩

し等の要因により、前年同期と比較して大幅な減益となりました。 

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高166億97百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益７億13

百万円（前年同期比26.8％減）、経常利益７億99百万円（前年同期比29.2％減）、当期純利益２億16百

万円（前年同期比55.1％減）となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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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、また、コンサルティング会社との協業による提案活動の強化により、売上高は増加した

ものの、一部の不採算案件対応等により減益となりました。その結果、売上高は96億80百万円（前

年同期比1.3％増）、セグメント利益（営業利益）は１億82百万円の損失（前年同期は86百万円の

利益）となりました。 

・情報処理サービス事業は、大型案件やスポット案件の減少はあったものの、既存顧客からの受注拡

大、官公庁等の新規顧客の獲得に向けた積極的な提案活動が奏功し、売上高は微増となりました。

また稼働率の改善など、生産性の向上に努めたことにより、増益となりました。その結果、売上高

は41億78百万円（前年同期比1.5％増）、セグメント利益（営業利益）は６億90百万円（前年同期

比14.5％増）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、通信関連等において、一部主要顧客からの受注案

件の凍結や縮小が発生したものの、組み込みソフトウェア事業における自動車関連、ファクトリー

オートメーション関連等の伸張により、売上高は前年並みとなりました。しかしながら、利益面に

おきましては、新たな技術サービス提供のための 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に加え、半導体関連の主要顧客であるエルピーダメモリ株式会社様の会社更生

法適用による影響、オフショア発注案件の減少等により、大幅な減益となりました。その結果、売

上高は28億38百万円（前年同期比0.0％増）、セグメント利益（営業利益）は２億４百万円（前年

同期比28.3％減）となりました。 

  

②次期の見通し 

国内経済全体の先行きが、依然として不透明な中、当情報サービス業界におきましては、市場構造の

変革に伴う顧客ニーズの多様化や情報技術の複雑化により、更なる競争の激化が予想されます。このよ

うな経営環境におきまして、当社グループは「人材の育成・教育」による基盤事業の強化と新規ビジネ

スの展開を軸とした事業戦略により、継続的な成長を目指した事業活動を推進してまいります。 

なお、エルピーダメモリ株式会社様の会社更生法適用による、当社グループの次期受注への影響につ

きましては、現時点では軽微であると考えております。今後、業績に重要な影響を及ぼすことが明らか

になった場合には、速やかに適時開示いたします。 

次期（平成25年３月期）の見通しにつきましては、売上高185億円（前年同期比10.8％増）、営業利

益10億円（前年同期比40.1％増）、経常利益10億円（前年同期比25.1％増）、当期純利益５億30百万円

（前年同期比144.4％増）を見込んでおります。 

  

（注）上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。

予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は種々の要素によりこれらの業績見

通しとは異なる場合があります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は132億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円増加いたしま

した。 

流動資産は83億12百万円となり、１億45百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金

が１億72百万円減少したものの、現金及び預金が２億85百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は49億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ55百万円減少いたしました。 

有形固定資産は15億45百万円となり10百万円増加し、無形固定資産は２億95百万円となり17百万円増

加いたしました。 

投資その他の資産は30億80百万円となり84百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券評価

損を81百万円計上したこと等によるものであります。 

当連結会計年度末の負債合計は、44億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ50百万円増加いたし

ました。 

流動負債は28億24百万円となり、１億５百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金が

２億41百万円増加したものの、未払法人税等が３億７百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は15億76百万円となり、１億55百万円増加いたしました。主な要因は退職給付引当金が１億

59百万円増加したこと等によるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は88億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円増加いたしまし

た。主な要因はその他有価証券評価差額金が79百万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66.7％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが７億93百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが２億49百万円の支出、財務

活動によるキャッシュ・フローが２億57百万円の支出となったことにより２億85百万円増加し、当連結

会計年度末の資金残高は44億３百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は７億93百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益が６億15百万円、仕入債務の増加が２億41百万円あったこと等

によるものであります。また、前連結会計年度に比べ５億59百万円減少しておりますが、主に法人税等

の支払額が５億40百万円増加したこと等によるものであります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億49百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出が１億27百万円、無形固定資産の取得による支出が76百

万円及び投資有価証券の取得による支出が82百万円あったこと等によるものであります。また、前連結

会計年度に比べ支出が44百万円増加しておりますが、主に投資有価証券の売却による収入が53百万円減

少したこと等によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は２億57百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、配当金の支払額が１億65百万円、自己株式の取得による支出が94百万円あったこと等に

よるものであります。また、前連結会計年度に比べ支出が36百万円増加しておりますが、主に自己株式

の取得による支出が22百万円増加及び配当金の支払額が18百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
（注）１．各指標の算式は、以下の算式を使用しております。 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象にし

ております。 

４．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(%) 64.0 65.1 69.4 66.9 66.7

時価ベースの自己資本比率
(%)

51.9 49.0 51.7 47.1 43.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%)

8.2 2.6 1.4 0.6 0.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

494.8 867.8 23,203.4 ― ―
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株主の皆様への「利益還元」、「安定配当」重視の姿勢を明確にするため、配当金額の業績との連動

性を高めるとともに、長期的な展望に立ち、内部留保の確保と今後の経営環境及び配当性向等を総合的

に勘案し、配当政策を進めてまいります。 

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本方針としており、具体的な株主還元に関

する基本方針は、次のとおりであります。 

①業績に連動した配当方針といたします。 

②連結配当性向30％を当面の目標といたします。 

③利益水準を勘案した上で、安定配当部分として、原則１株当たり 低年間12円を維持するものと

いたします。 

当事業年度の利益配当金は、中間配当として、１株当たり９円を実施いたしました。期末配当につき

ましては、繰延税金資産の取崩し等、諸要因による一時的な損失により、当期純利益は前年同期を大き

く下回ったものの、株主の皆様への安定配当を重視するという、従来からの基本方針のもと、平成24年

１月27日に公表したとおり、１株当たり９円、年間では18円の配当を実施させていただく予定でありま

す。 

次期以降につきましても、上記の基本方針に基づき、利益配分をさせていただく予定であります。 

  

〔参考：平成24年３月期配当予想〕 

１株当たり配当金 

中間期末   ９円 00銭 （普通配当 ９円 00銭） 

期末※    ９円 00銭 （普通配当 ９円 00銭） 

年間     18円 00銭 （普通配当 18円 00銭） 

※期末の配当につきましては、平成24年６月に開催予定の第44回定時株主総会での決議を前提とし

ております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、顧客にご提供するサービスの高品質化を図るとともに、社会基盤の形成に資する事

業活動を推進しつつ、事業生産性の向上を目指します。顧客志向をベースに、企業としての成長と利益

を従来以上に確実なものとし、株主・取引先・従業員・社会に対する責務を十分に果たしてゆくため

に、以下の企業理念のもと、事業に邁進してまいります。 

＜企業理念＞ 

『情報技術で未来を創造』 

 ・人にやさしく心あたたかな企業に 

 ・社会に親しまれ貢献する企業に 

  

当社グループは、「人材の育成・教育」を図ることで人材力を高め、基盤事業の強化と新規ビジネス

の展開を推進し、利益率及び生産性を向上することにより、企業価値を高めることを重要な経営指標と

しております。 

  

当社グループは、"競争力の源泉は人材である"という基本的な考えを再認識し、中期的な経営ビジョ

ンとして「人材力を高め、継続的に成長する価値創造企業となる」ことを掲げ、新中期経営計画

「Rising to the Future」（2012年４月～2015年３月）を策定いたしました。 

「人材の育成・教育」による人材力の強化をベースとし、従来型ビジネス市場においては、顧客業務

に対する高い知識を有するスペシャリストを育成することにより市場競争を勝ち抜くことで、強固な事

業基盤を構築してまいります。一方、新規ビジネス市場におきましては、ソリューションの更なる拡

充、オフショアサービスの展開、Ｍ＆Ａの推進等により、新たなビジネス分野を開拓し、継続的に成長

してまいります。 

今後は、弛まない努力によって社員一人ひとりが自らの能力を向上させ、お客様に真に評価されるベ

ストパートナーとして、継続的に成長することにより、確固たる存在感を発揮する企業となることを目

指してまいります。 

  

当社グループを取り巻く経営環境は、長引く景気の先行き不透明感から、企業の情報設備投資に対す

る慎重な姿勢は依然として続くものと予想しており、生産性及び品質の向上に加え、新たな需要創造の

ための様々なソリューションサービスの提供が情報サービス業界の課題となっております。 

このような状況を踏まえ、当社グループは新たに策定いたしました新中期経営計画「Rising to the 

Future」を達成することで、継続的な成長を目指すために以下の施策を推進してまいります。 

①人材の育成・教育 

競争力の源泉は人材であると捉え、tdi人材開発センターを拠点として、充実した研修体制のもと

で計画的かつ継続的な人材の育成・教育を実施いたします。お客様への提案・販売力強化や技術スキ

ル向上のためのプログラムを充実させ、各分野でのスペシャリストの育成に努めてまいります。 

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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②基盤事業の強化 

顧客業務に対する高い知識を有するスペシャリストを育成することにより、市場競争を勝ち抜くた

めの営業力を強化し、顧客ニーズに対する的確な企画・提案、ストックビジネスの拡大により、基盤

事業の強化を図ってまいります。 

③ソリューションビジネスの拡充 

顧客ニーズを的確に把握し、利用者の立場に立ち、付加価値の高い製品・サービスの提供を図って

まいります。さらにお客様の課題を解決するための各種ソリューション提案を推し進めることで、新

規顧客の獲得及びソリューションビジネスの拡充を目指してまいります。 

④不採算プロジェクトの早期発見と撲滅 

プロジェクトマネージメント力の強化を図り、「当事者意識の強化」、「技術スキルの向上」、

「検証プロセスの強化」、「アセットの活用」等により全社一丸となって不採算プロジェクトの早期

発見と撲滅をすることにより、生産性を向上させ、利益率の更なる改善を図ってまいります。 

⑤ビジネスのグローバル化 

中国に設立した子会社（大連ＴＤＩ情報技術開発有限会社）をビジネスの核とし、オフショアサー

ビスを積極的に展開するとともに、ビジネスエリアをグローバルに拡大していくことを目指してまい

ります。 

⑥Ｍ＆Ａの積極的推進 

ソリューションメニューの更なる拡充と基盤事業強化及び新規事業への展開を図り、継続的な成長

を目指すために、戦略的なＭ＆Ａを積極的に推進してまいります。 
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,779,210 4,064,588

受取手形及び売掛金 3,064,084 2,891,131

有価証券 358,481 528,969

商品及び製品 8,330 11,755

仕掛品 182,550 127,484

原材料及び貯蔵品 2,736 6,600

繰延税金資産 408,976 403,363

その他 381,854 329,066

貸倒引当金 △19,073 △50,459

流動資産合計 8,167,151 8,312,500

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,726,786 1,713,743

減価償却累計額 △902,828 △955,155

建物及び構築物（純額） 823,957 758,587

工具、器具及び備品 709,665 578,798

減価償却累計額 △495,885 △320,437

工具、器具及び備品（純額） 213,780 258,360

土地 490,405 490,405

建設仮勘定 6,082 37,758

有形固定資産合計 1,534,226 1,545,113

無形固定資産   

ソフトウエア 88,816 271,973

のれん 28,909 15,032

その他 159,809 8,419

無形固定資産合計 277,534 295,426

投資その他の資産   

投資有価証券 1,947,367 1,869,824

長期貸付金 － 7,000

繰延税金資産 468,054 471,898

敷金及び保証金 526,012 485,964

保険積立金 77,280 77,280

その他 145,610 172,094

貸倒引当金 － △4,052

投資その他の資産合計 3,164,325 3,080,010

固定資産合計 4,976,086 4,920,550

資産合計 13,143,238 13,233,051

情報技術開発(9638)　平成24年３月期　決算短信

9



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 832,173 1,073,770

未払金 160,407 188,399

未払費用 892,944 167,558

未払法人税等 601,039 293,536

未払消費税等 182,554 157,815

賞与引当金 13,713 613,797

事務所移転損失引当金 － 52,129

その他 247,110 277,791

流動負債合計 2,929,943 2,824,797

固定負債   

退職給付引当金 1,411,794 1,571,411

長期未払金 2,720 1,610

その他 6,070 3,326

固定負債合計 1,420,585 1,576,348

負債合計 4,350,528 4,401,145

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 6,046,440

自己株式 △416,316 △510,320

株主資本合計 9,239,982 9,195,030

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 228,545 308,192

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 △367,625

少数株主持分 － 4,500

純資産合計 8,792,709 8,831,905

負債純資産合計 13,143,238 13,233,051
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 16,512,326 16,697,084

売上原価 13,075,568 13,380,289

売上総利益 3,436,757 3,316,795

販売費及び一般管理費 2,460,880 2,602,921

営業利益 975,877 713,873

営業外収益   

受取利息 7,832 7,770

受取配当金 25,687 19,667

不動産賃貸料 11,002 9,743

生命保険配当金 13,501 250

保険事務手数料 7,416 7,865

受取保険金 － 14,160

保険解約益 45,550 41,036

助成金収入 66,563 11,964

その他 10,057 11,194

営業外収益合計 187,612 123,653

営業外費用   

持分法による投資損失 5,295 2,968

不動産賃貸費用 25,771 24,689

デリバティブ評価損 － 4,954

その他 4,033 5,740

営業外費用合計 35,101 38,353

経常利益 1,128,388 799,173

特別利益   

投資有価証券売却益 35,421 －

特別利益合計 35,421 －

特別損失   

固定資産除売却損 9,340 7,390

投資有価証券評価損 106,797 81,075

貸倒引当金繰入額 － 37,052

ゴルフ会員権評価損 － 6,185

事務所移転費用 63,767 52,129

特別損失合計 179,905 183,833

税金等調整前当期純利益 983,903 615,339

法人税、住民税及び事業税 628,744 429,302

法人税等調整額 △127,018 △30,862

法人税等合計 501,726 398,439

少数株主損益調整前当期純利益 482,177 216,899

少数株主損失（△） △1,041 －

当期純利益 483,218 216,899
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 482,177 216,899

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 265,861 79,647

その他の包括利益合計 265,861 79,647

包括利益 748,038 296,547

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 749,079 296,547

少数株主に係る包括利益 △1,041 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,881,867 1,881,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,881,867 1,881,867

資本剰余金   

当期首残高 1,777,043 1,777,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,777,043 1,777,043

利益剰余金   

当期首残高 5,659,328 5,997,387

当期変動額   

剰余金の配当 △145,160 △167,846

当期純利益 483,218 216,899

当期変動額合計 338,058 49,052

当期末残高 5,997,387 6,046,440

自己株式   

当期首残高 △345,395 △416,316

当期変動額   

自己株式の取得 △70,920 △94,004

当期変動額合計 △70,920 △94,004

当期末残高 △416,316 △510,320

株主資本合計   

当期首残高 8,972,844 9,239,982

当期変動額   

剰余金の配当 △145,160 △167,846

当期純利益 483,218 216,899

自己株式の取得 △70,920 △94,004

当期変動額合計 267,137 △44,951

当期末残高 9,239,982 9,195,030
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △37,315 228,545

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265,861 79,647

当期変動額合計 265,861 79,647

当期末残高 228,545 308,192

土地再評価差額金   

当期首残高 △675,817 △675,817

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △675,817 △675,817

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △713,133 △447,272

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265,861 79,647

当期変動額合計 265,861 79,647

当期末残高 △447,272 △367,625

少数株主持分   

当期首残高 1,041 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,041 4,500

当期変動額合計 △1,041 4,500

当期末残高 － 4,500

純資産合計   

当期首残高 8,260,752 8,792,709

当期変動額   

剰余金の配当 △145,160 △167,846

当期純利益 483,218 216,899

自己株式の取得 △70,920 △94,004

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 264,819 84,147

当期変動額合計 531,957 39,195

当期末残高 8,792,709 8,831,905
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 983,903 615,339

減価償却費 193,307 180,168

のれん償却額 13,876 13,876

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,681 35,438

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,165 △109,916

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） － 52,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142,409 159,616

受取利息及び受取配当金 △33,520 △27,437

持分法による投資損益（△は益） 5,295 2,968

デリバティブ評価損益（△は益） － 4,954

保険解約損益（△は益） △45,550 △41,036

固定資産除売却損益（△は益） 39,968 7,390

投資有価証券売却損益（△は益） △35,525 －

投資有価証券評価損益（△は益） 106,797 81,075

ゴルフ会員権評価損 － 6,185

売上債権の増減額（△は増加） 18,579 172,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,472 47,777

仕入債務の増減額（△は減少） 96,058 241,597

未払費用の増減額（△は減少） △73,116 △15,385

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,930 △24,739

長期未払金の増減額（△は減少） △4,490 △1,110

その他 100,721 93,836

小計 1,508,020 1,495,681

利息及び配当金の受取額 35,006 28,880

法人税等の支払額 △190,793 △731,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,352,234 793,006

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △83,107 △127,510

有形固定資産の売却による収入 1,070 240

無形固定資産の取得による支出 △156,957 △76,588

投資有価証券の取得による支出 △56,561 △82,711

投資有価証券の売却による収入 53,225 －

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 3,293 730

敷金及び保証金の回収による収入 22,531 59,009

その他の支出 △36,859 △65,736

その他の収入 68,129 52,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,235 △249,900
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △2,743 △2,743

自己株式の取得による支出 △71,346 △94,141

配当金の支払額 △146,533 △165,058

少数株主からの払込みによる収入 － 4,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,623 △257,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 926,375 285,661

現金及び現金同等物の期首残高 3,191,316 4,117,691

現金及び現金同等物の期末残高 4,117,691 4,403,353
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、顧客の情報システムに関するコンサルティング・設計からシステム開発、さらにシス

テム等の管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業及び組み込みソフトウェアの開発に関する

事業、並びに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業を営んでおります。 

したがって、当社グループは、サービスの種類等を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「ソフトウェア開発」、「情報処理サービス」、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連」を報告

セグメントとしております。 

なお、各報告セグメントのサービスの種類等は以下のとおりであります。 

 
  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振

替高等は市場実勢価格に基づいております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(1) ソフトウェア開発 ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

(2) 情報処理サービス 顧客の情報システムの管理・運営サービス

(3) エンベデッド・ユビキタス 

  ／半導体関連

組み込み系ソフトウェア開発、半導体製品の設計・評価・解析 
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(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。 

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日)を適用しております。 

なお、前連結会計年度の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他項目の金額に関

する情報につきましては、報告セグメントが同様のため、組み替え表示しておりません。 

  

Ⅱ 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、顧客の情報システムに関するコンサルティング・設計からシステム開発、さらにシス

テム等の管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業及び組み込みソフトウェアの開発に関する

事業、並びに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業を営んでおります。 

  したがって、当社グループは、サービスの種類等を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「ソフトウェア開発」、「情報処理サービス」、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連」を報告

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額 
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エンベデッ
ド・ユビキ 
タス／半導 
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 9,557,376 4,116,362 2,838,587 16,512,326 ─ 16,512,326

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

92,511 78,851 ─ 171,362 △171,362 ─

計 9,649,888 4,195,213 2,838,587 16,683,689 △171,362 16,512,326

セグメント利益 86,785 603,125 285,158 975,070 806 975,877

セグメント資産 4,110,556 1,508,871 1,772,453 7,391,881 5,751,356 13,143,238

その他の項目

減価償却費 126,384 11,055 33,519 170,960 22,347 193,307

のれんの償却額 13,876 ― ― 13,876 ― 13,876

持分法適用会社への投資額 51,889 ― ― 51,889 ― 51,889

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

185,333 5,226 25,466 216,025 ― 216,025
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セグメントとしております。 

なお、各報告セグメントのサービスの種類等は以下のとおりであります。 

 
  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振

替高等は市場実勢価格に基づいております。 

  

  

 
(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。 

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(1) ソフトウェア開発 ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

(2) 情報処理サービス 顧客の情報システムの管理・運営サービス

(3) エンベデッド・ユビキタス 

  ／半導体関連

組み込み系ソフトウェア開発、半導体製品の設計・評価・解析 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額 
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エンベデッ
ド・ユビキ 
タス／半導 
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 9,680,196 4,178,124 2,838,763 16,697,084 ─ 16,697,084

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

97,321 105,510 ─ 202,831 △202,831 ─

計 9,777,518 4,283,634 2,838,763 16,899,916 △202,831 16,697,084

セグメント利益 △182,086 690,690 204,409 713,013 859 713,873

セグメント資産 3,705,284 1,558,635 1,429,115 6,693,035 6,540,015 13,233,051

その他の項目

減価償却費 96,276 8,681 47,554 152,512 27,655 180,168

のれんの償却額 13,876 ― ― 13,876 ― 13,876

持分法適用会社への投資額 47,420 ― ― 47,420 ― 47,420

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

81,321 4,978 179,137 265,438 ― 265,438
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産はないため、また、本邦以外の国又は地域への売上

高はないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産はないため、また、本邦以外の国又は地域への売上

高はないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(関連情報)

顧客名称 売上高 関連するセグメント名

パナソニック電工インフォメーショ
ンシステムズ㈱

2,068,438 ソフトウェア開発、情報処理サービス

顧客名称 売上高 関連するセグメント名

パナソニック電工インフォメーショ
ンシステムズ㈱

2,193,652 ソフトウェア開発、情報処理サービス

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
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前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

  

 
  

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：千円)

ソフトウェア 
開発

情報処理
サービス

エンベデッド・ユ
ビキタス／半導 

体関連
全社・消去 合計

当期償却額 13,876 ― ― ― 13,876

当期末残高 28,909 ― ― ― 28,909

(単位：千円)

ソフトウェア 
開発

情報処理
サービス

エンベデッド・ユ
ビキタス／半導 

体関連
全社・消去 合計

当期償却額 13,876 ― ― ― 13,876

当期末残高 15,032 ― ― ― 15,032

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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 (注)１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 1,040.17円 １株当たり純資産額 1,061.23円

１株当たり当期純利益金額 56.73円 １株当たり当期純利益金額 25.90円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 56.62円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 25.85円

項目
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 483,218 216,899

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 483,218 216,899

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,517 8,374

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(千株) 17 17

(うち新株予約権) (17) (17)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

──────
 

──────
 

項目
前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当連結会計年度末
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 8,792,709 8,831,905

普通株式に係る純資産額(千円) 8,792,709 8,827,405

差額の主な内訳(千円)

― 4,500  少数株主持分

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 8,453 8,318

情報技術開発(9638)　平成24年３月期　決算短信

22



カゴヤ・ジャパン株式会社の株式取得 

当社は、平成24年３月28日開催の臨時取締役会において、カゴヤ・ジャパン株式会社の株式を株式

譲受及び新株発行による第三者割当により取得することを決議し、平成24年４月４日に取得し連結子

会社といたしました。 

(1）目的 

当社がＩＴベンダーとして長年培ってきた技術力及びサービスとカゴヤ・ジャパン株式会社のデ

ータセンター機能を融合させ、相互に経営資源を 大活用することにより、次世代に向けた新たな

情報システムサービス事業への展開を図り、更なる発展と業容拡大を目指してまいります。 

(2）株式の取得方法 

株式譲受及び新株発行による第三者割当 

(3）当該会社の概要 

 
(4）取得株式数、取得価額及び取得後の所有状況 

 
(5）資金調達 

自己資金充当 

  

  

(重要な後発事象)

①商号 カゴヤ・ジャパン株式会社

②所在地 京都市中京区御倉町85番地１

③代表者 代表取締役社長 北川貞大

④事業内容
インターネットデータセンター運営事業・ホスティングサービス
事業

⑤設立年月日 昭和58年９月22日

⑥事業年度の末日 12月31日

⑦資本金    223,001千円（平成24年４月４日現在）

⑧売上高 1,268,565千円（平成23年12月期）

⑨経常利益  178,608千円（平成23年12月期）

①取得株式数  18,457株

②取得価額   561,019千円

③所有割合 51.0％
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