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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４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３月期第２四半期 7,074 △3.6 123 ― 50 ― △39 ―
24年３月期第２四半期 7,334 △10.3 △134 ― △146 ― △204 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △89百万円( ―％) 24年３月期第２四半期 △224百万円( ―％)

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２四半期 △3.51            ―
24年３月期第２四半期 △18.04            ―

（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３月期第２四半期 13,688 5,994 43.8
24年３月期 14,008 6,081 43.4

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 5,994百万円 24年３月期 6,081百万円

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３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 6.00 6.00

(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）

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 16,000 5.3 500 ― 500 ― 300 ― 26.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

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３月期２Ｑ 11,793,600株 24年３月期 11,793,600株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 453,820株 24年３月期 463,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 11,336,380株 24年３月期２Ｑ 11,328,798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、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、添付資料３ページ「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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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により緩やかな

回復基調が見られたものの、長期化する円高や欧州債務危機問題に加え、世界経済の減速懸念が高ま

るなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

情報サービス産業におきましては、システム更改案件の再開やインフラの 適化、事業継続／災害

復旧に対する投資などを中心にＩＴサービス支出の一部回復が見られるようになりました。しかしな

がら、国内経済が不透明な状況下で、中堅中小企業のＩＴ支出は業績の回復遅れから投資意欲が回復

するまでには至っておらず、市場での競争はさらに激しさを増し、経営環境は引き続き厳しい状況に

あります。 

このような環境のもとで、当社グループは、金融業向けやサービス業向けなどの既存事業の成長を

持続させつつ、クラウドコンピューティングや中国ビジネスの新規事業への投資を行うとともに、同

業他社とのアライアンスを積極的に推進してまいりました。また、「サービス・インテグレーター」

として将来にわたり安定的な収益を確保することによって成長を続けるために、従来型の“開発型ビ

ジネス”から“サービス型ビジネス”への転換に注力いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、70億74百万円（前年同期比3.6％減）となりま

した。 

また、利益面につきましては、プロジェクト統制の強化や生産性の向上、外注費削減や人件費を始

めとした諸経費の縮減などコスト構造改革の取り組みにより、営業利益１億23百万円（前年同期は営

業損失１億34百万円）、経常利益50百万円（前年同期は経常損失１億46百万円）、四半期純損失39百

万円（前年同期は四半期純損失２億４百万円）となりました。 

  

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

－2－
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は136億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ３

億20百万円減少いたしました。流動資産は93億27百万円となり、１億71百万円減少いたしました。主

な要因は、受取手形及び売掛金の減少（９億24百万円）、繰延税金資産の減少（72百万円）、現金及

び預金の増加（６億93百万円）、仕掛品の増加（１億34百万円）等であります。固定資産は43億61百

万円となり、前連結会計年度末に比べ１億48百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の

減少（１億26百万円）等であります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は76億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億32百万円減少いたしました。流動負債は42億54百万円となり、４億25百万円増加いたしました。主

な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加（５億76百万円）、未払金の減少（１億46百万円）等

であります。固定負債は34億40百万円となり、６億57百万円減少いたしました。主な要因は、長期借

入金の減少（７億38百万円）、退職給付引当金の増加（73百万円）等であります。 

  

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は59億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ

87百万円減少いたしました。主な要因は、第２四半期連結累計期間における四半期純損失の計上（39

百万円）、その他有価証券評価差額金の減少によるその他の包括利益累計額の減少（50百万円）等で

あります。 

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の43.4%から43.8%となりました。 

  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月15日に公表いたしました連

結業績予想と変更はございません。 

  

(注) 業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

－4－
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,262,543 4,955,855

受取手形及び売掛金 4,242,768 3,318,373

商品及び製品 128,399 138,660

仕掛品 462,148 596,389

繰延税金資産 245,586 172,841

その他 160,045 145,435

貸倒引当金 △2,059 △9

流動資産合計 9,499,433 9,327,545

固定資産   

有形固定資産 326,640 325,188

無形固定資産 488,079 485,146

投資その他の資産   

投資有価証券 1,706,557 1,579,700

繰延税金資産 1,288,003 1,280,944

差入保証金 278,780 268,906

その他 463,705 463,743

貸倒引当金 △42,448 △42,447

投資その他の資産合計 3,694,598 3,550,849

固定資産合計 4,509,318 4,361,184

資産合計 14,008,752 13,688,729
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 513,203 400,243

短期借入金 915,000 976,800

1年内返済予定の長期借入金 603,516 1,179,516

リース債務 74,513 70,407

未払金 1,041,266 895,030

未払法人税等 30,503 34,942

賞与引当金 214,905 230,316

受注損失引当金 63,985 －

その他 372,019 466,955

流動負債合計 3,828,912 4,254,211

固定負債   

長期借入金 1,666,003 927,745

リース債務 97,081 107,627

退職給付引当金 2,303,905 2,377,265

長期未払金 31,090 27,580

固定負債合計 4,098,079 3,440,217

負債合計 7,926,992 7,694,429

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 3,880,687 2,803,202

利益剰余金 △1,219,030 △182,057

自己株式 △141,385 △138,289

株主資本合計 6,295,370 6,257,955

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △205,883 △257,358

為替換算調整勘定 △7,726 △6,296

その他の包括利益累計額合計 △213,610 △263,655

純資産合計 6,081,760 5,994,300

負債純資産合計 14,008,752 13,688,729
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,334,821 7,074,174

売上原価 5,716,938 5,371,682

売上総利益 1,617,883 1,702,491

販売費及び一般管理費 1,752,302 1,579,207

営業利益又は営業損失（△） △134,419 123,284

営業外収益   

受取利息 2,415 3,197

受取配当金 9,139 9,382

保険配当金 6,000 8

受取補償金 － 10,000

持分法による投資利益 11,664 －

その他 3,555 2,945

営業外収益合計 32,776 25,533

営業外費用   

支払利息 25,454 23,934

有価証券償還損 4,814 －

有価証券売却損 2,463 1,948

有価証券評価損 9,045 13,897

持分法による投資損失 － 49,591

その他 2,886 8,931

営業外費用合計 44,665 98,303

経常利益又は経常損失（△） △146,308 50,513

特別利益   

投資有価証券売却益 21,000 －

特別利益合計 21,000 －

特別損失   

事務所移転費用 156,157 －

会員権評価損 5,050 －

特別損失合計 161,207 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△286,516 50,513

法人税、住民税及び事業税 6,689 10,499

法人税等調整額 △88,872 79,804

法人税等合計 △82,183 90,304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △204,332 △39,790

四半期純損失（△） △204,332 △39,790
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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（△） △204,332 △39,790

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,156 △51,474

為替換算調整勘定 949 1,430

その他の包括利益合計 △20,206 △50,044

四半期包括利益 △224,539 △89,834

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △224,539 △89,834

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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