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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 

  

(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 2,895 2.0 191 217.2 196 126.4 112 274.6
24年3月期第1四半期 2,837 △5.3 60 △60.3 86 △55.9 30 △69.3

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 112百万円 （157.5％） 24年3月期第1四半期 43百万円 （△51.5％）

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 17.67 ―
24年3月期第1四半期 4.65 ―

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

25年3月期第1四半期 9,804 7,361 75.0 1,153.86
24年3月期 9,977 7,344 73.6 1,151.20
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,356百万円 24年3月期  7,339百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 6,000 0.6 285 2.7 300 △6.8 185 19.7 29.02
通期 12,500 1.5 700 △13.7 730 △17.0 450 36.9 70.58



(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．２「２．サマリー情報（注記事項）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） 「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．２「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
半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 

※  注記事項

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 7,636,368 株 24年3月期 7,636,368 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,260,582 株 24年3月期 1,260,582 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,375,786 株 24年3月期1Q 6,475,952 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我が国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復基調に転じて

おりますが、欧州債務問題の長期化により世界経済の回復が鈍化し、円高の長期化やデフレ基調が続くなど、景気

の先行きは依然として不透明な状況が続いております。  

  当社グループが属する情報サービス産業界においては、業務システムの更新や災害対策、クラウドサービスやス

マートフォン関連の需要により、ＩＴ投資は一部で回復傾向にあるものの全体としては慎重な姿勢が継続され、依

然厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の中で、当社グループでは、ＣＳ活動により他社とのサービスの差別化を図るともに、全員営業

を標榜した積極的な受注活動を展開し、マーケットの拡大が期待される分野に重点的に経営資源を投入したほか、

競争優位性の源泉である現場力ならびに人間力の強化のため、継続的な教育投資を行ってまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,895百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益につきまして

は191百万円（前年同期比217.2％増）、経常利益につきましては196百万円（前年同期比126.4％増）、四半期純利

益につきましては112百万円（前年同期比274.6％増）となりました。 

 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（イ）システムコア事業  

 半導体設計業務と組込ソフトウェア開発において稼働率が回復した結果、売上高は619百万円（前年同期比

0.2％増）、セグメント利益は138百万円（前年同期比17.8％増）となりました。 

（ロ）ＩＴソリューション事業  

 情報処理業務での大口赤字案件が無くなったことから原価率が改善し、売上高は855百万円（前年同期比

0.5％減）、セグメント利益は96百万円（前年同期比241.4％増）となりました。 

（ハ）ネットワークサービス事業  

 情報インフラに関する部分の業務は比較的安定した需要に支えられ、売上高は1,420百万円（前年同期比

4.5％増）、セグメント利益は232百万円（前年同期比15.8％増）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財政状態につきましては、総資産は9,804百万円と前連結会計年度末に比

べ172百万円の減少となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が190百万円と仕掛品が83百万円、固定資

産の投資有価証券が100百万円それぞれ増加した一方で、流動資産の受取手形及び売掛金が367百万円、有価証券が

200百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

 負債は2,442百万円と前連結会計年度末に比べ189百万円の減少となりました。これは主に流動負債において、賞

与引当金が409百万円、未払法人税等が69百万円それぞれ減少した一方で、その他に含まれる預り金が152百万円、

短期借入金が40百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、7,361百万円と前連結会計年度末に比べ17百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が四半

期純利益112百万円の計上により増加した一方で、配当金の支払いにより95百万円減少したことなどによるもので

あります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日付「平成24年３月期決算短信」にて公表しま

した、第２四半期累計期間および通期の業績予想値から変更はありません。 

   

（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 

 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り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 

（減価償却方法の変更）  

  当社及び連結子会社は、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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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 3,971,096 4,161,535

受取手形及び売掛金 2,451,458 2,083,738

有価証券 500,000 300,000

商品 5,400 7,603

仕掛品 126,083 209,447

原材料及び貯蔵品 890 916

その他 637,629 649,277

貸倒引当金 △44,063 △37,923

流動資産合計 7,648,494 7,374,596

固定資産   

有形固定資産 708,113 696,375

無形固定資産 122,871 146,166

投資その他の資産   

投資有価証券 1,038,272 1,138,925

その他 584,598 573,632

貸倒引当金 △125,000 △125,000

投資その他の資産合計 1,497,870 1,587,557

固定資産合計 2,328,855 2,430,099

資産合計 9,977,349 9,804,696

負債の部   

流動負債   

買掛金 140,574 103,871

短期借入金 60,000 100,000

未払法人税等 158,709 89,061

賞与引当金 782,000 372,347

その他 786,591 1,061,620

流動負債合計 1,927,875 1,726,900

固定負債   

退職給付引当金 505,456 518,617

役員退職慰労引当金 159,485 157,292

資産除去債務 39,943 40,140

固定負債合計 704,884 716,049

負債合計 2,632,759 2,442,950

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 4,873,747 4,890,796

自己株式 △633,937 △633,937

株主資本合計 7,325,274 7,342,323

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,505 14,435

その他の包括利益累計額合計 14,505 14,435

少数株主持分 4,810 4,986

純資産合計 7,344,590 7,361,745

負債純資産合計 9,977,349 9,804,696



（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 2,837,817 2,895,555

売上原価 2,403,617 2,344,926

売上総利益 434,200 550,629

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 155 △6,140

役員報酬 47,821 46,761

給料及び手当 86,499 101,590

賞与引当金繰入額 18,980 18,742

退職給付費用 1,933 2,606

役員退職慰労引当金繰入額 4,756 4,874

減価償却費 15,634 12,826

その他 198,087 177,984

販売費及び一般管理費合計 373,867 359,245

営業利益 60,332 191,384

営業外収益   

受取利息 3,466 3,097

受取配当金 6,806 3,501

助成金収入 12,373 4,690

その他 3,798 763

営業外収益合計 26,444 12,051

営業外費用   

支払利息 131 136

和解金 － 6,373

その他 1 771

営業外費用合計 133 7,281

経常利益 86,643 196,154

特別利益   

受取保険金 － 1,600

特別利益合計 － 1,600

特別損失   

固定資産除却損 2,778 －

減損損失 2,081 －

特別損失合計 4,860 －

税金等調整前四半期純利益 81,782 197,754

法人税等 51,594 84,892

少数株主損益調整前四半期純利益 30,188 112,861

少数株主利益 102 176

四半期純利益 30,085 112,685



（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 30,188 112,861

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,609 △69

その他の包括利益合計 13,609 △69

四半期包括利益 43,798 112,792

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,695 112,616

少数株主に係る四半期包括利益 102 176



  該当事項はありません。 

   

   

  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４月１日 至平23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

  

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業 
ネットワーク 
サービス事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  618,252  859,903  1,359,661  2,837,817

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 695  1,154  5,865  7,715

計  618,947  861,057  1,365,527  2,845,533

セグメント利益  117,581  28,258  200,523  346,363

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  346,363

セグメント間取引消去  14,163

全社費用（注）  △300,194

四半期連結損益計算書の営業利益  60,332



Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報  

  

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

    平成23年７月１日より、市場へのきめ細かな対応に主眼を置き、同種業務を統合化し顧客対応力の強

化と顧客拡大を図ることを目的とした会社組織の大幅な変更を行いました。これに伴い前第２四半期連

結会計期間より報告セグメントの区分も、対応する市場やビジネスの類似性の観点から見直すことと

し、従来の「システムコア開発事業」「アプリケーションソフトウェア開発事業」「ネットワークサポ

ート事業」「情報処理事業等」の４区分から、「システムコア事業」「ＩＴソリューション事業」及び

「ネットワークサービス事業」の３区分に変更しております。 

   なお、前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更

後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。  

  

   

   

  （単位：千円）

  システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業  
ネットワーク 
サービス事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  619,477  855,339  1,420,739  2,895,555

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  1,830  1,350  3,180

計  619,477  857,169  1,422,089  2,898,736

セグメント利益  138,559  96,484  232,190  467,235

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  467,235

セグメント間取引消去  25,449

全社費用（注）  △301,300

四半期連結損益計算書の営業利益  191,384
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