
  

１．平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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（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 ％ 

25年3月期第1四半期  7,093  △1.3  164  △60.9  171  △59.9  94  △61.4

24年3月期第1四半期  7,188  0.4  421  12.5  428  9.4  244  51.0

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 101百万円（ ％） △59.6   24年3月期第1四半期 250百万円 （ ％） 56.7

  
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 

25年3月期第1四半期  8.00 ―

24年3月期第1四半期  20.72 ―

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年3月期第1四半期  30,721  17,964  58.2

24年3月期  31,565  18,023  56.9

（参考）自己資本 25年3月期第1四半期 17,885百万円   24年3月期 17,946百万円 

  
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 
24年3月期 ― 13.50 ― 13.50  27.00

25年3月期 ―       
25年3月期（予想）   13.50 ― 13.50  27.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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）

  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）  14,800  △0.2  800  △20.2  810  △20.3  490  △16.4    41.52

通期  31,000  2.1  1,700  5.0  1,710  4.5  1,040  218.3    88.13

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※ 注記事項 

  

新規 － 社  （社名）                         、除外 － 社  （社名） 

  

  

（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の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、

添付資料P.5「２．サマリー情報（注記事項）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 

本資料に記載されている業績見通し等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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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（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

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                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Ｑ 11,800,000株 24年3月期 11,800,000株

②  期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 448株 24年3月期 448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 11,799,552株 24年3月期1Ｑ 11,799,623株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（概況） 

当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで、以下同じ）の売上高は7,093百万円と

なり、前年同期に比べ1.3％の減収となりました。利益面については、営業利益164百万円（前年同期比60.9％減）、

経常利益171百万円（同59.9％減）、四半期純利益は94百万円（同61.4％減）となり、いずれも前年同期に比べ大幅

な減益となりました。 

当四半期は、低調に推移する国内景気を背景として、企業のシステム投資に対する抑制傾向が継続し、厳しい事

業環境下にありました。従来当社の基盤であった大手通信キャリア向け大規模システムの開発が一巡しており、民需

向けＳＩ（システムインテグレーション）についても需要が減少する等、既存のビジネス分野が縮小するなか、エン

ベデッドシステムやスマートデバイス（スマートフォン、タブレット端末等）関連が堅調だったことに加え、新規分

野における顧客開拓に取り組んだことにより、売上高については若干の減益となったものの、概ね前年同期並みの水

準を確保いたしました。 

しかしながら、利益面については、受注低迷による操業の低下や顧客からのコストダウン要請に加えて、開発案

件の小口化による非効率な開発案件の増加や一部に不採算案件が発生したこと等により、原価率が86.0％（前年同期

は82.1％）と大きく悪化することとなりました。その結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益についてはいずれ

も前年同期を大幅に下回ることとなりました。 

当社は、今後中国子会社の活用等引き続き開発の効率化に努めるとともに、開発要員の稼動管理の徹底による無

駄の排除を進め、収益性の改善に努めてまいります。 

  

（百万円）

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
平成24年３月期

第１四半期 

  平成25年３月期

第１四半期 

  前年同期比 

百分比 百分比 増減額 増減率 

売  上  高  7,188 % 100.0  7,093 % 100.0  △94 % △1.3

売上原価  5,903 % 82.1  6,100 % 86.0  196 % 3.3

売 上 総 利 益  1,284 % 17.9  993 % 14.0  △291 % △22.7

販売費及び一般管理費  862 % 12.0  828 % 11.7  △34 % △4.0

営業利益  421 % 5.9  164 % 2.3  △256 % △60.9

経常利益  428 % 6.0  171 % 2.4  △256 % △59.9

税金等調整前四半期純利益  428 % 6.0  171 % 2.4  △256 % △59.9

四半期純利益  244 % 3.4  94 % 1.3  △150 % △61.4
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（機構改革） 

今日のビジネス環境は、クラウドシステムへの移行、スマートフォンやタブレット端末等の高機能化したスマー

トデバイスのビジネス活用等、大きな転換期を迎えていることから、ビジネス環境の急激な変化に迅速に対応した組

織に再編いたしました。本年４月１日付けにて、スマートデバイスビジネス本部を新設し、従来各本部に分散してい

た技術・ノウハウを集約し、ソリューション、サービスとしてユーザ基点で提供できる組織体制といたしました。こ

れにより急速に普及するスマートデバイスの業務利用需要を取り込むとともに、関連するＳＩ開発案件を獲得すると

いうシナジー効果を引き出す事業展開を進めてまいります。 

  

（事業区分別の売上高） 

当社が注力するスマートデバイスでは、スマートフォンやタブレット端末等のビジネス需要が広がってきてお

り、大手通信キャリア向けのスマートフォン関連のアプリ開発や生命保険会社向けセキュリティ関連を中心に順調に

拡大し、全事業区分を総計したスマートデバイス関連の売上高は780百万円、前年同期比42.8%の増収となりました。

通信キャリアシステム分野では、大手通信キャリア向けＳＩ開発案件の減少や規模の縮小・延伸が生じました

が、戦略的に新分野への参入をはかり新規顧客の開拓に努めた結果、売上高は2,420百万円、同0.8％の減収となり、

概ね前年同期並みの水準を確保しました。 

民需システム分野では、製造業向けＰＬＭソリューション(※)、医療・製薬ソリューション等の各種ソリューショ

ン提供が堅調に推移したものの、富士通社内システム向けの開発案件が大きく減少したこと等が影響して、売上高は

1,304百万円、同19.0％の減収となりました。 

公共・金融システム分野では、公共向けに官公庁向けシステムの維持管理等を継続して提供しましたが、継続的

に取り組んできた大型開発案件が収束したことや、金融向け商談の受注が延伸した影響により、売上高は1,007百万

円、同7.9％の減収となりました。 

エンベデッドシステム分野では、カー・エレクトロニクス関連の開発が増加したことやフォトイメージング関連

の開発が堅調に推移したことにより、売上高は1,365百万円、同15.0％の増収となりました。 

ソフトウェアサービス分野では、データセンターによる運用監視等のアウトソーシングサービスや人材派遣サー

ビスが堅調に推移しました。これらのサービスに新設したスマートデバイスビジネス本部の売上高を加えた結果、売

上高は995百万円、同16.2％の増収となりました。 

昨年に発生した東日本大震災の影響やヨーロッパを中心とした世界経済の低迷懸念等、不安定な経済状況を背景

に、顧客のＩＴ投資動向が不透明な環境が続いておりますが、当社は新規分野への戦略的な商談獲得に努めた結果、

当第１四半期累計期間の売上高は7,093百万円（前年同期比1.3％減）となり、概ね前年同期並みの水準となりまし

た。  

※ＰＬＭ(Product Lifecycle Management)は、企画段階から設計・開発、ものづくり現場、販売・サポートまで、開発設計・製造環境を

構築していくための統合ソリューションです。   

 〔事業区分別売上高〕 
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（百万円）

※上記は全事業区分に含まれるスマートデバイス関連の売上高の総計です。 

（百万円）

※事業区分の見直しを行っており平成24年３月期第１四半期の事業区分は組み替えています。  

  

（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、売掛債権の減少等により前連結会計年度末に比べ843百万円減少

し、30,721百万円となりました。純資産は59百万円減少し17,964百万円となり自己資本比率は58.2％となりました。

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,035百万円増加し、

13,534百万円となりました。当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は以

下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,735百万円の増加（前年同期は827百万円の増加）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益171百万円、売上債権の減少2,789百万円等があった一方、たな卸資産の増加339

百万円、法人税等の支払額331百万円等があったことによるものです。 

  

（投資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・フローは、5,435百万円の増加（前年同期は3,394百万円の増加）となりました。こ

れは主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヵ月を超える中長期性の預け金を5,500百万円を３ヵ月以内の

短期性のものに組み替えたことによるものです。（現金同等物は３ヵ月以内に償還期限が到来する短期投資としてお

ります。） 

  

（財務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・フローは、配当金の支払いを行ったことにより143百万円の減少（前年同期は142百

万円の減少）となりました。 

  

[キャッシュ・フローの状況]                             （百万円） 

  平成24年３月期 平成25年３月期 前年同期比  

  第１四半期 第１四半期 増減額 増減率 

スマートデバイス  546  780  234 %42.8

          
平成24年３月期 平成25年３月期 前年同期比 

第１四半期 第１四半期 増減額 増加率 

通信キャリアシステム  2,440  2,420  △20 % △0.8

民需システム  1,610  1,304  △305 % △19.0

公共・金融システム  1,093  1,007  △86 % △7.9

エンベデッドシステム  1,187  1,365  178 % 15.0

ソフトウェアサービス他  856  995  138 % 16.2

合    計  7,188  7,093  △94 % △1.3

  平成24年３月期 

第１四半期 

平成25年３月期 

第１四半期 
前年同期比 

営業キャッシュ・フロー  827  1,735  908

投資キャッシュ・フロー  3,394  5,435  2,041

財務キャッシュ・フロー  △142  △143  △0

現金及び現金同等物の四半期末残高  8,296  13,534  5,237
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期連結業績予想については、平成24年４月24日に公表いたしました業績予想から変更いたし

ません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ

ん。また、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結果と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 

  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 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

   

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899 1,034

預け金 11,100 12,500

受取手形及び売掛金 11,675 8,891

たな卸資産 745 1,089

その他 1,140 1,187

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 25,560 24,702

固定資産   

有形固定資産 1,998 1,989

無形固定資産 602 602

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,973 3,005

その他 492 483

貸倒引当金 △61 △61

投資その他の資産合計 3,404 3,427

固定資産合計 6,004 6,018

資産合計 31,565 30,721

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,841 1,557

役員賞与引当金 8 6

受注損失引当金 － 68

その他 3,570 2,889

流動負債合計 5,420 4,523

固定負債   

退職給付引当金 7,886 7,995

役員退職慰労引当金 59 61

資産除去債務 163 164

その他 11 12

固定負債合計 8,120 8,234

負債合計 13,541 12,757
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,977 12,910

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,959 17,893

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 △0

為替換算調整勘定 △12 △7

その他の包括利益累計額合計 △12 △7

少数株主持分 77 78

純資産合計 18,023 17,964

負債純資産合計 31,565 30,721
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 7,188 7,093

売上原価 5,903 6,100

売上総利益 1,284 993

販売費及び一般管理費 862 828

営業利益 421 164

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 － 6

保険事務手数料 2 2

その他 0 0

営業外収益合計 10 13

営業外費用   

従業員等見舞金 2 －

為替差損 － 4

その他 0 1

営業外費用合計 3 6

経常利益 428 171

税金等調整前四半期純利益 428 171

法人税等 183 80

少数株主損益調整前四半期純利益 245 91

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △3

四半期純利益 244 94
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 245 91

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

為替換算調整勘定 5 10

その他の包括利益合計 5 9

四半期包括利益 250 101

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 247 99

少数株主に係る四半期包括利益 3 1
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 428 171

減価償却費 84 85

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100 109

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △1

受取利息及び受取配当金 △7 △10

売上債権の増減額（△は増加） 2,112 2,789

たな卸資産の増減額（△は増加） △375 △339

仕入債務の増減額（△は減少） △52 △270

その他 △760 △548

小計 1,531 2,055

利息及び配当金の受取額 7 10

法人税等の支払額 △711 △331

営業活動によるキャッシュ・フロー 827 1,735

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の払戻による収入 3,500 5,500

有形固定資産の取得による支出 △14 △3

無形固定資産の取得による支出 △94 △63

その他 3 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,394 5,435

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △142 △143

財務活動によるキャッシュ・フロー △142 △143

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,084 7,035

現金及び現金同等物の期首残高 4,212 6,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,296 13,534
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該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

   

 当社は、平成24年10月１日付で給付利率が市場金利に連動して変わるキャッシュバランスプラン年金を設立し、

これに確定給付年金の一部を移行することについて、平成24年７月19日付で労働組合の同意を得ました。この移行

により退職給付債務の変動が見込まれますが、影響額につきましては現在算定中であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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