
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 菊地 哲
問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長 (氏名) 矢板 邦彦 (TEL)03-6203-5000

四半期報告書提出予定日 平成25年２月８日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家、アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 219,919 8.2 14,715 1.3 14,866 1.4 8,416 12.1
24年３月期第３四半期 203,314 5.5 14,521 59.4 14,659 58.2 7,508 71.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 8,756百万円(14.0％) 24年３月期第３四半期 7,682百万円(71.6％)

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３四半期 140.90 ―
24年３月期第３四半期 121.91 ―

（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３四半期 247,268 156,493 63.1
24年３月期 252,701 158,823 62.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 155,994百万円 24年３月期 158,363百万円

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 ― 45.00 ― 50.00 95.00
25年３月期 ― 50.00 ―

25年３月期(予想) 50.00 100.00

(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 315,000 5.8 27,000 8.9 27,000 8.2 16,000 20.1 268.11

(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

（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

（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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

詳細は、四半期決算短信(添付資料)３ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 62,500,000株 24年３月期 62,500,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 2,996,551株 24年３月期 1,702,628株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 59,733,250株 24年３月期３Ｑ 61,592,950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、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。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)３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成25年２月１日に機関投資家及びアナリスト向けの電話会議を開催する予定です。この電話会議で利
用する資料については、当社ホームページに掲載する予定です。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要などを背景に緩やかな景気回復の動きが

見られたものの、世界経済の減速や近隣諸国との関係悪化などの影響により、引き続き先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

情報サービス産業においては、企業のIT投資に対する慎重な姿勢は継続した反面、基幹系システムや

生産管理システムの再構築需要が堅調だったほか、モバイル通信の高速化やスマートデバイス普及に伴

う通信設備投資が積極的に行われるなど、受注環境は引き続き改善基調で推移いたしました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、収益拡大に向けたインフラ基盤ビジネス及びクラ

ウドビジネスの強化や、中長期成長を実現する戦略投資の実行を重点施策として取り組んでまいりまし

た。具体的には、運輸・金融・製造を始めとする幅広い業種向けに、サーバやストレージの仮想化技術

を用いたインフラ共通基盤の構築に向けた取り組みを推進したほか、クラウドサービス分野では、ITイ

ンフラ環境をサービス化し、システム運用・管理サービスと合わせて一括提供する「cloudage 

ElasticCUVIC（クラウデージ・エラスティック・キュービック）」の販売を新たに開始いたしました。

また、平成23年４月のシンガポール支店設立に続いて、平成24年７月よりタイのIT企業Netband 

Consulting Co., Ltd.との合弁事業を開始し、今後の成長が期待される東南アジア地域での事業展開を

強化するなど、先行投資を実行いたしました。 

営業活動においては、通信分野でのモバイル通信の高速化やスマートデバイス普及によるネットワー

ク設備増強案件や、接続管理システム構築案件を推進したほか、運輸分野では郵便会社向けインフラ構

築案件などに注力いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、開発ビジネス及びサービスビジネスは概ね前年と

同水準となったものの、製品ビジネスが増加し、売上高は219,919百万円（前年同期比8.2％増）となり

ました。利益面では、売上総利益率の低下や人件費の増加があったものの、増収に伴う売上総利益の増

加により、営業利益は14,715百万円（同1.3％増）、経常利益は14,866百万円（同1.4％増）、四半期純

利益は8,416百万円（同12.1％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて5,433百万円減少し、

247,268百万円となりました。これは、主に商品が9,047百万円、前払費用が8,951百万円増加したもの

の、受取手形及び売掛金が13,132百万円、有価証券が11,999百万円減少したことによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べて3,103百万円減少し、90,775百万円となりました。これは、主に

前受収益が3,408百万円増加したものの、未払法人税等が7,059百万円減少したことによるものでありま

す。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて2,330百万円減少し、156,493百万円となりました。これは、主

に四半期純利益による増加が8,416百万円あったものの、自己株式の取得による減少が5,000百万円、配

当金の支払による減少が6,015百万円あったことによるものであります。  

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）連結財政状態に関する定性的情報
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企業におけるIT投資は引き続き改善が期待されるものの、世界経済の減速等の影響により、先行きは

依然として不透明な状況にあります。 

一方、当社グループにおきましては、当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね予定通りに推移して

おり、現時点においては、平成24年４月27日に発表いたしました業績予想を変更しておりません。 
  

※ 上記予想は、本資料の発表日現在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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

在外子会社等の収益及び費用の換算方法については、従来、当該在外子会社等の決算日の直物為替相

場により円貨に換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、期中平均為替相場により円貨に

換算する方法に変更しております。この変更は、グローバル展開を推進する中、連結会計年度を通じて

発生する収益及び費用の換算について、連結会計年度の為替相場の変動を連結財務諸表へ適正に反映さ

せ、より実態に即した企業状況を表示するために行ったものであります。 

当該会計方針の変更は遡及適用しております。なお、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度

における当該遡及適用による影響は軽微であります。 

  

当社及び国内連結子会社は、「データセンター事業以外の有形固定資産」の減価償却方法について、

従来、定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、定額法へ変更しております。こ

の変更は、クラウドビジネス等サービス提供型ビジネスが拡大してきたことに伴い、「データセンター

事業以外の有形固定資産(主にクラウドビジネス用資産)」の重要性が高まったことを契機に、当該資産

の使用実態を踏まえ、定額法に変更することが適切であると判断したことによるものであります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ387百万円増加しております。 

なお、当該変更は「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当

し、サマリー情報(注記事項)(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示においては「② 

①以外の会計方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」に該当いたします。 

  

（３）連結業績予想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

（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

・「② ①以外の会計方針の変更」

(在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更)

・「② ①以外の会計方針の変更」及び「③会計上の見積りの変更」

(減価償却方法の変更)

伊藤忠テクノソリューションズ㈱　(4739)　　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－ 3 －



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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,855 26,594

受取手形及び売掛金 60,203 47,070

有価証券 44,996 32,997

商品 11,708 20,756

仕掛品 5,224 9,029

保守用部材 6,742 6,671

前払費用 14,649 23,600

その他 23,774 27,322

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 200,148 194,037

固定資産   

有形固定資産 28,824 29,683

無形固定資産 7,706 6,921

投資その他の資産   

その他 16,095 16,696

貸倒引当金 △73 △70

投資その他の資産合計 16,022 16,625

固定資産合計 52,553 53,230

資産合計 252,701 247,268

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,174 19,160

未払法人税等 8,274 1,215

前受収益 17,518 20,927

賞与引当金 7,300 3,934

受注損失引当金 934 662

アフターコスト引当金 354 373

その他 19,359 28,130

流動負債合計 77,917 74,403

固定負債   

退職給付引当金 535 536

資産除去債務 1,239 1,273

その他 14,186 14,561

固定負債合計 15,961 16,371

負債合計 93,878 90,775
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,763 21,763

資本剰余金 33,076 33,076

利益剰余金 108,496 110,897

自己株式 △5,370 △10,370

株主資本合計 157,966 155,367

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 448 606

繰延ヘッジ損益 △30 16

為替換算調整勘定 △20 5

その他の包括利益累計額合計 397 627

少数株主持分 459 498

純資産合計 158,823 156,493

負債純資産合計 252,701 247,268

伊藤忠テクノソリューションズ㈱　(4739)　　平成25年３月期　第３四半期決算短信

－ 5 －



（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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 203,314 219,919

売上原価 148,786 163,359

売上総利益 54,527 56,560

販売費及び一般管理費 40,006 41,844

営業利益 14,521 14,715

営業外収益   

受取利息 43 38

受取配当金 51 62

持分法による投資利益 83 12

その他 202 233

営業外収益合計 380 347

営業外費用   

支払利息 156 124

投資事業組合運用損 33 19

その他 53 51

営業外費用合計 242 196

経常利益 14,659 14,866

特別利益   

投資有価証券売却益 66 18

特別利益合計 66 18

特別損失   

固定資産除却損 138 57

減損損失 100 122

投資有価証券売却損 9 －

投資有価証券評価損 30 －

会員権売却損 10 －

会員権評価損 26 －

損害賠償金 － 25

訴訟関連損失 － 138

特別損失合計 314 344

税金等調整前四半期純利益 14,410 14,541

法人税、住民税及び事業税 4,518 4,007

法人税等調整額 2,274 2,007

法人税等合計 6,792 6,015

少数株主損益調整前四半期純利益 7,618 8,526

少数株主利益 109 109

四半期純利益 7,508 8,416
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,618 8,526

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 71 157

繰延ヘッジ損益 3 46

為替換算調整勘定 △7 21

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 4

その他の包括利益合計 64 230

四半期包括利益 7,682 8,756

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,572 8,646

少数株主に係る四半期包括利益 109 109
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該当事項はありません。 

  

 (単位：百万円) 

 
  

平成24年４月１日付の組織変更に伴い、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分方法を

従来の「ソリューションビジネスセグメント」及び「サービスビジネスセグメント」の２セグメントか

ら、「情報通信事業」、「金融事業」、「エンタープライズ事業」、「流通事業」、「クラウドプラッ

トフォーム事業」及び「保守・運用サービス事業」の６セグメントへ変更しております。 

なお、報告セグメントごとの業績概要につきましては、本日公表の「2013年３月期 第３四半期連結

決算補足資料」をご参照ください。 

  

（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

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 21,763 33,076 108,496 △5,370 157,966

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △6,015 △6,015

 四半期純利益 8,416 8,416

 自己株式の取得 △5,000 △5,000

 自己株式の処分 0 0 0

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

― 0 2,401 △5,000 △2,598

当第３四半期連結会計期間末残高 21,763 33,076 110,897 △10,370 155,367

４．補足情報

  報告セグメントの区分変更
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