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（百万円未満切捨て） 

１．平成 25 年６月期第１四半期の連結業績（平成 24 年７月１日～平成 24 年９月 30 日） 

(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６月期第１四半期 910 △16.8 △613 ― △616 ― △384 ―

24 年６月期第１四半期 1,094 56.7 △58 ― △56 ― △38 ―

(注) 包括利益 25 年６月期第 1 四半期 △421 百万円（―） 24 年６月期第 1 四半期 △２百万円（―） 

 

 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６月期第１四半期 △1,461.18 ―

24 年６月期第１四半期 △146.82 ―

 

(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産  自己資本比率 

百万円 百万円 ％

25 年６月期第１四半期 6,162 4,366 70.9

24 年６月期 6,363 4,920 77.3

（参考）自己資本 25 年６月期第１四半期 4,366 百万円  24 年６月期 4,920 百万円 

 

２．配当の状況 

 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６月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00

25 年６月期 ―  

25 年６月期（予想）  0.00 ― 500.00 500.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

 
３．平成 25 年６月期の連結業績予想（平成 24 年７月１日～平成 25 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 2,680 6.0 △600 ― △600 ― △370 ― △1,404.71

通   期 5,500 4.9 200 52.7 220 42.9 140 △48.1 531.51

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

 



 
※ 注記事項 

(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 

   新規 ―社 （社名）              、除外 ―社 （社名） 
 

(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 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年６月期１Ｑ 263,400株 24年６月期 263,400株 

②期末自己株式数 25年６月期１Ｑ ―株 24年６月期 ―株 

③期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期１Ｑ 263,400株 24年６月期１Ｑ 263,400株 

 

※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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

※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数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は

【添付資料】Ｐ３「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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の国内経済情勢は、国内需要において復興関連需要などによる底堅さが見ら

れ、企業の設備投資も緩やかに増加基調にあるとされながらも、依然として景気は横ばい圏内を推移して

いるものと見られます。 

当社の主要な事業領域であるクレジットカード業界においては、一部の顧客について、これまで先送り

になってきたシステム更新やハードウェア置換え等の設備投資案件が徐々に顕在化しており、当社は、こ

の機会を捉えて積極的な営業活動を行ってきました。 

一方で、証券業界においては厳しい事業環境が続くなど、金融業界全体としてシステム投資が増加基調

に推移しつつあるとは言い難く、当面当社の事業環境も厳しい状況が続くものと予想されます。 

当第１四半期連結累計期間においては、売上高 910 百万円(前年同四半期比 16.8％減)、経常損失 616 百

万円(前年同四半期は 56 百万円の経常損失)、四半期純損失 384 百万円(前年同四半期は 38 百万円の四半期

純損失)となりました。 

営業損失の原因は、不採算化した大型開発プロジェクトについて、当第１四半期連結累計期間において

も受注金額を上回る経費が発生したことによるものです。また、当該開発プロジェクトは、第２四半期連

結累計期間内に完了する予定ですが、この間に発生が見込まれる経費についても一部を当第１四半期連結

累計期間に引当計上したため、製造原価が通常より大幅に増加しました。 

当第１四半期連結累計期間における各セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 

（カードビジネスのフロント業務） 

  カードビジネスのフロント業務においては、クレジットカード会社向けのシステム開発受託及びシス

テム保守並びにハードウェア販売等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は 338 百万円（前年同

四半期比 31.9％減)となりました。上述のとおり、大型開発プロジェクトの不採算化を主な原因として、

営業損失は 449 百万円（前年同四半期は 63 百万円の営業利益）となりました。 

 

（システムソリューション業務） 

  システムソリューション業務においては、当社の主要顧客であるクレジットカード会社、証券会社向

けのシステム開発受託を中心として、当第１四半期連結累計期間の売上高は 464 百万円（前年同四半期

比 10.4％減)、営業損失は 91 百万円（前年同四半期は４百万円の営業利益）となりました。 

 

（セキュリティシステム業務） 

  セキュリティシステム業務においては、情報漏えい対策システム「CWAT」の販売及び保守並びにセキ

ュリティ製品の販売等により当第１四半期連結累計期間の売上高は 82 百万円（前年同四半期比 11.7％

増)、営業損失は 40 百万円（前年同四半期は 70 百万円の営業損失）となりました。 

 

（その他） 

    上記の各セグメントに含まれないものとして、各種業務アプリケーションのソースコード上の脆弱性

を検知するパッケージ製品「CxSuite」の販売等による当第１四半期連結累計期間の売上高は 25 百万円

（前年同四半期比 415.4％増)、営業損失は 31 百万円（前年同四半期は 54 百万円の営業損失）となりま

した。 

 

当第１四半期連結累計期間における各カテゴリ別の売上高は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

カテゴリ名称 売上高 

ソフトウェア開発 419 

自社開発パッケージ 9 

ソフトウェア保守 213 

そ の 他 4 

製品売上小計 647 

ハ ー ド ウ ェ ア 180 

仕 入 パ ッ ケ ー ジ 82 

商品売上小計 263 

合    計 910 
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（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資産の残高は、前連結会計年度末に比べ200百万円減少し、6,162

百万円となりました。うち流動資産は、前連結会計年度末に比べ 257 百万円減少し、4,077 百万円となり

ました。これは主に、たな卸資産 378 百万円の増加がありましたが、現金及び預金 422 百万円の減少並

びに受取手形及び売掛金 448 百万円の減少があったためです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ 56

百万円増加し、2,084 百万円となりました。これは主に、投資有価証券 22 百万円の増加及び繰延税金資

産 32 百万円の増加があったためであります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ352百万円増加し、1,795

百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 137 百万円の増加及び受注損失引当金 169 百万

円の増加があったためであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 553 百万円減少し、

4,366 百万円になりました。これは主に、利益剰余金 516 百万円の減少があったためであります。 

 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

前述のとおり、当第１四半期連結会計期間の業績によって、平成 25 年６月期第２四半期連結、個別累計

期間の営業利益が当初の予想を大幅に下回る見込みとなったため、平成 24 年８月８日に発表した業績予想

を修正します。 

    なお、一部の顧客のシステム更新やハードウェア置換え等の設備投資に係る営業活動を積極的に進めて

おり、平成 25 年６月期業績予想については、未だ不確実な情勢にあるといえるため、今後状況が確定次第

適正に開示することとします。 

 

 ※上記の予想は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（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６月１日以

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

   なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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１【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６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,807,907 2,385,244

受取手形及び売掛金 814,045 365,224

たな卸資産 480,027 858,449

その他 233,973 468,970

貸倒引当金 △910 △410

流動資産合計 4,335,043 4,077,477

固定資産   

有形固定資産 327,201 321,114

無形固定資産 205,794 211,251

投資その他の資産   

投資有価証券 990,367 1,012,647

その他 600,180 635,117

貸倒引当金 △95,566 △95,184

投資その他の資産合計 1,494,981 1,552,580

固定資産合計 2,027,977 2,084,946

資産合計 6,363,021 6,162,424

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 616,728 754,078

賞与引当金 164,463 122,210

受注損失引当金 19,350 189,265

その他 346,635 433,901

流動負債合計 1,147,177 1,499,454

固定負債   

退職給付引当金 158,297 161,566

役員退職慰労引当金 39,260 40,400

資産除去債務 41,510 41,668

その他 56,486 52,384

固定負債合計 295,554 296,018

負債合計 1,442,731 1,795,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,750 843,750

資本剰余金 559,622 559,622

利益剰余金 3,346,125 2,829,551

株主資本合計 4,749,497 4,232,923

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197,568 161,113

為替換算調整勘定 △26,775 △27,085

その他の包括利益累計額合計 170,792 134,027

純資産合計 4,920,290 4,366,950

負債純資産合計 6,363,021 6,162,424
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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７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,094,447 910,943

売上原価 819,038 1,224,713

売上総利益又は売上総損失（△） 275,408 △313,769

販売費及び一般管理費 333,449 299,553

営業損失（△） △58,041 △613,323

営業外収益   

受取利息 181 174

受取配当金 57 142

為替差益 1,584 －

保険事務手数料 348 326

自動販売機収入 174 196

その他 945 76

営業外収益合計 3,291 916

営業外費用   

為替差損 － 2,826

コミットメントフィー 1,260 1,260

その他 223 97

営業外費用合計 1,483 4,184

経常損失（△） △56,233 △616,592

特別利益   

特別利益合計 － －

特別損失   

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純損失（△） △56,233 △616,592

法人税、住民税及び事業税 285 213

法人税等調整額 △17,845 △231,930

法人税等合計 △17,559 △231,717

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,673 △384,874

四半期純損失（△） △38,673 △384,874
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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７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,673 △384,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 39,295 △36,455

為替換算調整勘定 △3,179 △309

その他の包括利益合計 36,116 △36,764

四半期包括利益 △2,556 △421,639

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,556 △421,639

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（3）継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 24 年７月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（4）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 496,768 518,896 73,852 1,089,517 4,930 1,094,447

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 496,768 518,896 73,852 1,089,517 4,930 1,094,447

セグメント利益又は損失(△) 63,229 4,127 △70,449 △3,092 △54,948 △58,041

（注）「その他」の区分は、報告セグメントにあたらない部門に該当するものであり、他のセグメントに含まれない他社製

品のソフトウェアやハードウェアの販売を行っております。 

 
２．報告セグメントの利益又は損失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) 

   セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しているため、差

異調整は行っておりません。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 

１．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） 

報告セグメント 

 カードビジネ
スのフロント

業務 

システムソリ
ューション

業務 

セキュリティ
システム 
業務 

計 

その他 合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 338,209 464,814 82,508 885,532 25,411 910,943

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 338,209 464,814 82,508 885,532 25,411 910,943

セグメント損失(△) △449,541 △91,830 △40,008 △581,381 △31,941 △613,323

（注）「その他」の区分は、報告セグメントにあたらない部門に該当するものであり、他のセグメントに含まれない他社製

品のソフトウェアやハードウェアの販売を行っております。 

 
２．報告セグメントの損失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) 

   セグメント損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しているため、差異調整は

行っておりません。 
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（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成 24 年７月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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