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1.  平成24年7月期第3四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成24年4月30日） 

（注）当社は平成24年２月１日付で普通株式１株に付き200株の割合で株式分割を行っております。 
   このため、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して 
   算定しております。 

(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7月期第3四半期 10,843 24.8 2,080 38.8 1,857 44.9 1,025 44.3
23年7月期第3四半期 8,686 21.8 1,498 56.9 1,282 75.8 710 72.7

（注）包括利益 24年7月期第3四半期 1,024百万円 （44.0％） 23年7月期第3四半期 711百万円 （―％）

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3四半期 31.03 30.24
23年7月期第3四半期 21.65 21.24

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3四半期 27,988 7,766 27.1 229.89
23年7月期 27,761 7,163 25.3 212.93
（参考） 自己資本   24年7月期第3四半期  7,577百万円 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  ：  無  
24年７月期（予想）の期末には、株式分割後の１株当たり配当金額を表示しております。 
24年７月期（予想）の合計には、株式分割後の第２四半期末の配当と株式分割後の期末配当を合計した金額で表示しております。 
株式分割実施前に換算すると、期末配当は1,000円、年間配当は1,800円相当となります。 

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 ― 800.00 ―
24年7月期（予想） 5.00 805.00

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、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  
（注）当社は平成24年２月１日付で普通株式１株に付き200株の割合で株式分割を行っております。 
   このため、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して 
   算定しております。 

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 15,000 25.5 2,800 37.8 2,500 44.3 1,300 43.8 39.34



(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P.３「サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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P.３「サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は平成24年２月１日付で普通株式１株に付き200株の割合をもって株式分割を行っております。 
   このため、期末発行済株式数及び期中平均株式数は、当該株式分割の影響を考慮しております。 

※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おります。 

※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24年３月21日発表の業績予想を修正しておりません。 
２．当社は平成24年２月１日付で普通株式１株に付き200株の割合をもって株式分割をしております。 
  このため、記載数値は、当該株式分割の影響を考慮しております。 
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3Q 33,836,400 株 23年7月期 33,731,000 株
② 期末自己株式数 24年7月期3Q 874,400 株 23年7月期 732,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期3Q 33,031,151 株 23年7月期3Q 32,801,000 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響からの緩やかな回復傾向に加え、長期化

する円高の進行に対する調整や株価の持ち直し等がみられるものの、欧州経済の債務問題の再燃や原油価格の高騰

等の影響により、景気の先行きについては依然として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。さらに、インターネット資産に対する企業の考え方は「所有」から「利

用」への傾向と変化していることも当社グループの事業領域を牽引する要因となっております。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３四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３四半期連結累計期

間の売上高は10,843百万円（前年同期比24.8％増加）、営業利益2,080百万円（前年同期比38.8％増加）、経常利

益1,857百万円（前年同期比44.9％増加）となり、四半期純利益は1,025百万円（前年同期比44.3％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３四半期連結会計期間末において稼動ラッ

ク数は4,362ラック（前年同期比23.2％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３四半期連結累計期間の売上高は7,739百万円（前年同期比21.7％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３四半期連結累計期間の売上高は2,336百万円（前年同期比43.8％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

人材サービス提供が引き続き好調であった結果、ソリューションサービスの当第３四半期連結累計期間の売上高は

767百万円（前年同期比9.4％増加）となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は27,988百万円となり、前連結会計年度末に比べ227百万円増加し

ました。これは現金及び預金の減少1,060百万円、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3,803百万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2,240百万円が主な要因で

あります。 

当第３四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375百万円減少し20,222百万円となり

ました。これは借入金の減少1,743百万円及び未払法人税等の減少132百万円等が主な要因であります。 

当第３四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602百万円増加し7,766百万円となり

ました。これは剰余金の配当363百万円及び四半期純利益1,025百万円が主な要因であります。この結果、自己資本

比率は27.1％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月21日の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更

はありません。 

なお、本資料に記載されている業績見通し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。 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

税金費用の計算については、当第３四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、税引前四半期当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。 

(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） 

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）、「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）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９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金額の算定にあたり、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。 

これに伴い前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、当該会計方針

の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。 

また、平成24年２月１日に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額及び潜

在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、以下のとおりであります。 

１株当たり四半期純利益金額 4,331円10銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 4,244円10銭 

＜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） 

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



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３四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,456,206 2,395,868

売掛金 601,838 725,608

その他 1,047,587 751,627

貸倒引当金 △8,411 △11,073

流動資産合計 5,097,220 3,862,030

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,265,853 14,725,656

機械及び装置（純額） 250,402 320,680

工具、器具及び備品（純額） 1,317,464 1,291,477

リース資産（純額） 3,061,505 3,447,559

建設仮勘定 135,908 1,809,453

有形固定資産合計 20,031,134 21,594,828

無形固定資産   

のれん 163,709 132,040

その他 287,660 265,005

無形固定資産合計 451,370 397,046

投資その他の資産   

投資有価証券 257,006 252,006

差入保証金 945,922 936,833

その他 1,061,268 1,027,742

貸倒引当金 △82,320 △81,524

投資その他の資産合計 2,181,876 2,135,057

固定資産合計 22,664,381 24,126,932

資産合計 27,761,602 27,988,963



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 190,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 6,014,540 3,638,400

リース債務 955,032 1,128,041

未払金 882,541 1,046,955

未払法人税等 588,968 456,504

賞与引当金 77,015 130,153

前受金 811,249 1,647,703

その他 194,284 206,626

流動負債合計 9,713,632 8,414,384

固定負債   

長期借入金 8,727,060 9,389,555

リース債務 2,157,287 2,370,790

その他 － 48,094

固定負債合計 10,884,347 11,808,439

負債合計 20,597,979 20,222,824

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,732,738 2,757,807

資本剰余金 1,667,798 1,692,868

利益剰余金 2,900,072 3,553,902

自己株式 △274,095 △426,687

株主資本合計 7,026,513 7,577,891

新株予約権 135,083 181,618

少数株主持分 2,026 6,629

純資産合計 7,163,623 7,766,139

負債純資産合計 27,761,602 27,988,963



(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３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 8,686,828 10,843,679

売上原価 6,212,087 7,492,376

売上総利益 2,474,740 3,351,302

販売費及び一般管理費 975,949 1,270,738

営業利益 1,498,791 2,080,564

営業外収益   

受取利息 12,585 12,435

その他 1,749 939

営業外収益合計 14,335 13,375

営業外費用   

支払利息 230,886 235,960

その他 8 348

営業外費用合計 230,894 236,309

経常利益 1,282,232 1,857,630

特別損失   

固定資産除却損 48,903 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,864 －

特別損失合計 60,767 －

税金等調整前四半期純利益 1,221,464 1,857,630

法人税等 509,830 832,908

少数株主損益調整前四半期純利益 711,634 1,024,722

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,311 △396

四半期純利益 710,322 1,025,118



(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 711,634 1,024,722

四半期包括利益 711,634 1,024,722

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 710,322 1,025,118

少数株主に係る四半期包括利益 1,311 △396



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。 

当社は、当第３四半期連結累計期間に大阪証券取引所における市場買付取引において、買付を実施し自己株式を

取得いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式は200,000株、174,297千円増加し、当第３四半期連結

会計期間末の四半期連結貸借対照表における自己株式は426,687千円となっております。 

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

(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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