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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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12月期第1四半期 3,091 △1.0 513 2.1 560 4.4 341 8.5
23年12月期第1四半期 3,124 2.7 502 △10.6 536 △7.6 314 △8.9

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 655百万円 （112.1％） 23年12月期第1四半期 309百万円 （△35.2％）

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12月期第1四半期 37.22 ―

23年12月期第1四半期 34.29 ―

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12月期第1四半期 15,044 12,304 81.4 1,334.03
23年12月期 14,169 11,976 84.2 1,298.59

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  12,249百万円 23年12月期  11,924百万円

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12月期 ― ― ― 36.00 36.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） ― ― 40.00 40.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12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  
 

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) 5,556 5.4 757 38.3 842 30.5 487 34.0 53.04
通期 10,712 3.3 1,582 13.8 1,667 6.3 970 25.5 105.66



(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、添付資料の３ページ「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 

（注）詳細は、添付資料の３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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   ：  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12月期1Q 9,350,000 株 23年12月期 9,350,000 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 167,430 株 23年12月期 167,351 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 9,182,597 株 23年12月期1Q 9,182,665 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、大企業・製造業において、震災復興やタイ洪水被害からの回

復により自動車などの加工産業で改善が見られたものの、欧州債務危機を背景とした円高の長期化や 近の原油高

などの影響により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 当業界におきましても、ユーザー企業において、原油高、電力不足、新興国経済の減速といった不安感が足かせ

となり、設備投資計画について慎重な姿勢が続くものと予想されます。 

 このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレータとして、多様化するお客様のニーズにフレ

キシブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの３つの重点戦略を掲げ、積

極的に営業展開を進めてまいりました。 

 具体的には、前期に減収減益となった反省を踏まえ、①商品化の促進、②ソフトウェア開発業務ならびにプロジ

ェクト管理の改善、③ＥＲＰ商品化の推進に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、期中に検収を完了させる予定であった一部の案件に遅延が生

じたため、売上高30億91百万円（前年同期比１.０％減）、営業利益５億13百万円（同２.１％増）、経常利益５億

60百万円（同４.４％増）、四半期純利益３億41百万円（同８.５％増）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①情報処理・ソフトウェア開発業務 

 情報処理・ソフトウェア開発業務としましては、ソフトウェア業務、システム運用業務、ファシリティサービス

業務等により、売上高は26億16百万円（前年同期比５.２％減）、営業利益は４億49百万円（同５.６％増）となり

ました。 

②機器販売業務 

 機器販売業務としましては、当社で開発したシステムに必要なハードウェアの販売等により、売上高は４億円

（前年同期比38.６％増）、営業利益は39百万円（同24.７％減）となりました。 

③リース等その他の業務 

 リース等その他の業務としましては、各種事務用機器のリース、ビル・マンションの不動産賃貸の業務により、

売上高は74百万円（前年同期比１.３％増）、営業利益は23百万円（同１.８％減）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流動資産は43億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億33百万円増

加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が５億42百万円、有価証券が３億17百万円増加したことによるも

のであります。固定資産は107億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。これは主

に繰延税金資産が１億72百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、150億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億74百万円増加いたしました。  

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は27億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億56百万円増

加いたしました。これは主に買掛金が２億73百万円、賞与引当金が２億20百万円増加したことによるものでありま

す。固定資産は30百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引

当金が９百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、27億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億46百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は123億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億28百万

円増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が３億14百万円増加したことによるものであります。

 この結果、自己資本比率は81.４％（前連結会計年度末は84.２％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年２月８日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

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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（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 

 法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、且つ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

   

（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。 

 なお、これによる影響はありません。 

  

  

   

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,058,257 1,103,742

受取手形及び売掛金 1,384,554 1,927,490

有価証券 363,320 680,691

商品 5,968 6,224

仕掛品 325,447 311,518

繰延税金資産 174,083 227,225

その他 104,961 88,154

貸倒引当金 △7,849 △3,241

流動資産合計 3,408,745 4,341,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,715,694 1,689,404

機械装置及び運搬具（純額） 90,475 86,179

土地 4,339,458 4,339,458

その他（純額） 968,009 935,820

有形固定資産合計 7,113,636 7,050,863

無形固定資産   

のれん 7,083 6,233

その他 9,026 8,473

無形固定資産合計 16,110 14,706

投資その他の資産   

投資有価証券 3,255,575 3,436,669

前払年金費用 16,584 15,816

繰延税金資産 269,255 96,335

その他 91,478 88,505

貸倒引当金 △1,634 △137

投資その他の資産合計 3,631,258 3,637,188

固定資産合計 10,761,005 10,702,758

資産合計 14,169,750 15,044,564
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 337,804 611,492

関係会社短期借入金 2,079 2,079

未払法人税等 306,800 294,950

賞与引当金 224,034 444,734

その他 1,282,110 1,355,804

流動負債合計 2,152,829 2,709,061

固定負債   

役員退職慰労引当金 30,599 20,930

その他 9,616 9,803

固定負債合計 40,215 30,733

負債合計 2,193,045 2,739,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,370,150 1,370,150

資本剰余金 1,302,350 1,302,350

利益剰余金 9,923,655 9,934,890

自己株式 △243,453 △243,534

株主資本合計 12,352,701 12,363,855

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △428,183 △114,076

その他の包括利益累計額合計 △428,183 △114,076

新株予約権 51,806 54,619

少数株主持分 380 371

純資産合計 11,976,705 12,304,769

負債純資産合計 14,169,750 15,044,564
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,124,398 3,091,925

売上原価 2,222,500 2,150,521

売上総利益 901,898 941,403

販売費及び一般管理費 399,097 428,223

営業利益 502,800 513,179

営業外収益   

受取利息 14,702 15,442

受取配当金 12,762 14,102

有価証券売却益 － 3,480

デリバティブ評価益 724 6,990

貸倒引当金戻入額 － 4,658

雑収入 5,963 4,486

営業外収益合計 34,152 49,160

営業外費用   

支払利息 4 3

有価証券売却損 92 1,972

雑損失 57 4

営業外費用合計 154 1,979

経常利益 536,799 560,360

特別利益   

新株予約権戻入益 651 －

特別利益合計 651 －

特別損失   

固定資産除却損 7,934 1,186

投資有価証券評価損 19,329 －

特別損失合計 27,263 1,186

税金等調整前四半期純利益 510,187 559,174

法人税、住民税及び事業税 278,059 274,849

法人税等調整額 △82,783 △57,491

法人税等合計 195,275 217,358

少数株主損益調整前四半期純利益 314,912 341,815

少数株主利益 6 5

四半期純利益 314,905 341,810
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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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 314,912 341,815

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,643 314,106

その他の包括利益合計 △5,643 314,106

四半期包括利益 309,268 655,922

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 309,261 655,916

少数株主に係る四半期包括利益 6 5
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該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年 1月 1日 至平成23年 3月31日） 

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 

（注）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年 1月 1日 至平成24年 3月31日） 

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 

（注）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

   

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）セグメント情報等

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  2,761,626  289,126  73,645  3,124,398  －  3,124,398

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 64  －  408  473 ( ) 473  －

計  2,761,690  289,126  74,054  3,124,872 ( ) 473  3,124,398

セグメント利益  425,608  52,910  24,282  502,800  －  502,800

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  2,616,717  400,624  74,583  3,091,925  －  3,091,925

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  －  1,446  1,446 ( ) 1,446  －

計  2,616,717  400,624  76,030  3,093,371 ( ) 1,446  3,091,925

セグメント利益  449,514  39,827  23,837  513,179  －  513,179

（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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