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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 1,186 1.6 △55 ― △54 ― △31 ―
24年3月期第1四半期 1,167 5.4 △51 ― △46 ― △27 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △34百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △27百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △8.59 ―
24年3月期第1四半期 △7.40 ―

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 4,517 3,389 74.7 922.17
24年3月期 4,741 3,460 72.7 941.67
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,376百万円 24年3月期  3,448百万円

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 ― 10.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 2,806 9.6 △41 ― △39 ― △27 ― △7.58
通期 6,266 11.9 196 26.6 200 21.0 111 78.8 30.57



(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）詳細は四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ２「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 

(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 
 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条件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、四半期決算短信〔添付資料〕Ｐ２「連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 3,940,000 株 24年3月期 3,940,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 278,361 株 24年3月期 278,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,661,639 株 24年3月期1Q 3,661,639 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、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに持ち直しつつあ

るものの、デフレの継続や長期化する円高、欧州債務問題や新興国における景気減速の兆候などにより、今後の景

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。 

当社グループの属する情報サービス分野においても、企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が見られますが、依然

として厳しい状況のまま推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の強

化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比1.6％増）、営業損失は 千円（前

年同期は 千円の営業損失）、経常損失は 千円（前年同期は 千円の経常損失）、四半期純

損失は 千円（前年同期は 千円の四半期純損失）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、新規案件の受注確保に全力を尽くしてまいりましたが、継続案件の縮

小もあり当面の業務量が不足し厳しい状況となりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前

年同期は 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの受注案件が徐々に増加し、技術者の待機状態が解消してま

いりました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失 千円（前年

同期は 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注は順調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期における売上高は 千円(前年同期比0.4％減）、営業利益 千円（同

24.9％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末の総資産は、売掛金等の減少により前期末比223,527千円減の4,517,880千円となりました。純資

産は、利益剰余金等の減少により前期末比70,982千円減の3,389,299千円となり、自己資本比率は74.7％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５月10日付の「平成24年３月期決算短信」にて公表しました業績予想の

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 

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  なお、有限会社イメージ・テン（立川）、有限会社イメージ・テン（相模原）、有限会社イメージ・テン（座

間）、および有限会社イメージ・テン（渋谷）の各社は平成24年４月30日付で解散を決議し、平成24年６月30日現

在清算手続中であります。 

   

（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、税引前四半期純損失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 

  当社及び国内連結子会社は、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。 

  これによる損益に与える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

1,186,430 △55,143

△51,215 △54,177 △46,237

△31,471 △27,112

335,850 1.3 △34,131

△24,628

723,190 3.4 △37,422

△48,424

127,389 16,409

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：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 2,577,969 2,711,923

受取手形及び売掛金 1,094,327 616,822

商品及び製品 10,844 9,585

仕掛品 37,081 144,364

原材料及び貯蔵品 14,073 11,081

その他 121,052 150,212

貸倒引当金 △367 △228

流動資産合計 3,854,982 3,643,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 340,100 339,713

減価償却累計額 △197,661 △196,974

建物及び構築物（純額） 142,439 142,739

機械装置及び運搬具 21,457 21,374

減価償却累計額 △18,939 △18,165

機械装置及び運搬具（純額） 2,518 3,209

土地 112,278 112,278

その他 178,735 170,148

減価償却累計額 △151,135 △143,715

その他（純額） 27,600 26,433

有形固定資産合計 284,837 284,660

無形固定資産   

のれん 114,993 107,809

ソフトウエア 40,237 36,893

その他 10,459 9,974

無形固定資産合計 165,690 154,676

投資その他の資産   

投資有価証券 42,533 37,623

長期貸付金 4,696 3,820

繰延税金資産 157,242 158,847

その他 231,425 234,492

投資その他の資産合計 435,898 434,782

固定資産合計 886,425 874,120

資産合計 4,741,408 4,517,880
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,030 25,350

未払金 316,206 240,448

未払法人税等 50,625 －

賞与引当金 146,076 43,042

役員賞与引当金 7,724 －

受注損失引当金 － 7,100

事務所移転費用引当金 3,090 －

役員退職慰労引当金 26,700 －

その他 100,120 194,179

流動負債合計 673,574 510,120

固定負債   

退職給付引当金 555,949 565,399

役員退職慰労引当金 51,602 53,060

固定負債合計 607,552 618,460

負債合計 1,281,126 1,128,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,898,655 2,830,568

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,440,526 3,372,439

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,531 4,224

その他の包括利益累計額合計 7,531 4,224

少数株主持分 12,223 12,636

純資産合計 3,460,282 3,389,299

負債純資産合計 4,741,408 4,517,880
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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 1,167,950 1,186,430

売上原価 986,758 982,501

売上総利益 181,192 203,929

販売費及び一般管理費 232,408 259,073

営業損失（△） △51,215 △55,143

営業外収益   

受取利息 212 66

受取配当金 382 252

不動産賃貸料 240 240

助成金収入 2,951 －

保険事務手数料 244 231

雑収入 1,008 236

営業外収益合計 5,039 1,026

営業外費用   

不動産賃貸原価 61 60

営業外費用合計 61 60

経常損失（△） △46,237 △54,177

特別利益   

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

固定資産除却損 － 2,764

投資有価証券評価損 360 －

特別損失合計 360 2,764

税金等調整前四半期純損失（△） △46,597 △56,931

法人税等 △20,329 △25,873

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △26,267 △31,058

少数株主利益 845 412

四半期純損失（△） △27,112 △31,471
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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損失（△） △26,267 △31,058

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,185 △3,306

その他の包括利益合計 △1,185 △3,306

四半期包括利益 △27,453 △34,365

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,298 △34,777

少数株主に係る四半期包括利益 845 412
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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 至平成23年６月30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 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失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４月１日 至平成24年６月30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 

（単位：千円） 

    （注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

   

   

（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

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 340,343  699,657  127,949  1,167,950  －  1,167,950

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  340,343  699,657  127,949  1,167,950  －  1,167,950

セグメント利益又

は損失（△） 
 △24,628  △48,424  21,836  △51,215  －  △51,215

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高   

外部顧客に対す

る売上高 
 335,850  723,190  127,389  1,186,430  －  1,186,430

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  335,850  723,190  127,389  1,186,430  －  1,186,430

セグメント利益又

は損失（△） 
 △34,131  △37,422  16,409  △55,143  －  △55,143
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