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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

25年３月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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 ％

26年3月期第1四半期 1,811 △16.0 201 13.6 213 12.4 137 6.3
25年3月期第1四半期 2,157 △3.1 177 △27.9 189 △24.0 129 △10.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 193百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 17百万円 （△88.1％）

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

26年3月期第1四半期 5.03 4.97
25年3月期第1四半期 4.77 ―

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

26年3月期第1四半期 11,671 9,304 78.6 334.07
25年3月期 12,076 9,456 77.1 341.22
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 9,174百万円 25年3月期 9,306百万円

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
当社は、従来より、連結配当性向30％以上を目処に、期末日を基準日として年１回の配当を実施しております。今後ともこの配当方針に基づく配当を実施して

まいる予定ですので、期末配当金及び年間配当金の記載を「－」と表記しております。

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

25年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 4,800 96.5 500 99.3 500 97.4 300 92.8 11.00
通期 11,000 105.5 1,450 110.3 1,450 107.9 900 109.3 33.00



(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
詳細は、添付資料４ページ「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

(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いません。

※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等の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って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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 29,430,000 株 25年3月期 29,430,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,966,889 株 25年3月期 2,157,389 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 27,367,986 株 25年3月期1Q 27,128,611 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の大規模金融緩和策が功を奏し株式市場

は回復に転じるなど、景気回復に向けて明るい兆しが見えてまいりました。しかし、中国景気の減

速が鮮明になり、また、円安により輸入価格が上昇するなど、景気の先行き不透明感は依然として

払拭できない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業界におきましても、製造業や金融機関のＩＴ投資計画は回

復傾向にあるものの、景気回復を見極めるまでは投資再開に慎重な姿勢の企業も依然として多くあ

ります。

このような環境下、当社グループでは主力商品である金融機関向けプロダクトを中心に積極的な営業

活動を行っております。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,811百万円（前年同期比84.0%）、営業利益

は201百万円（前年同期比113.6%）、経常利益は213百万円（前年同期比112.4%）、四半期純利益は

137百万円（前年同期比106.3%）となりました。

なお、当社グループでは、顧客への出荷や納期が９月及び３月に集中する傾向があります。

当社グループは、システムインテグレーターとして顧客の業態やニーズに応じたソフトウェアを

開発し、システム機器や関連商品と併せて提供するほか、情報通信ネットワークの構築・運用管理

や保守サービスに至るＩＴソリューション・サービスを単一のセグメントとする事業を行っており

ますが、参考として当第１四半期連結累計期間におけるサービスプロダクトごとの概況を記載いた

します。

（システムソリューション）

システムソリューションでは、金融機関向けの審査支援システムが引き続き好調で、新規顧客か

ら大型案件の受注も獲得しております。また、サービサー向けの債権管理システムでも新規顧客か

らの受注が増加しております。コールセンター向けＣＴＩシステムは、クラウドタイプのコールセ

ンター統合システムを予定通り開始することができましたが、会話分析を活用した新ソリューショ

ンは普及までに今しばらく時間を要す見通しです。小売業向け基幹システムでは、スポーツアパレ

ル企業の顧客管理システムを受注、先行して受注したｅコマースシステムと連携しオムニチャネル

戦略のモデルケースとなりました。

その結果、受注は1,847百万円（前年同期比132.1%）、売上は1,227百万円（前年同期比97.9%）

となりました。

（ネットワークソリューション）

ネットワークソリューションでは、クラウド連携を想定した統合認証基盤システム、ＢＣＰ対策

の基盤システムなどの受注を獲得いたしました。しかし、前連結会計年度後半からの大手モバイル

通信キャリア向け案件の落ち込みをカバーするには至らず、受注は140百万円（前年同期比

32.6%）、売上は160百万円（前年同期比37.7%）となりました。当社のネットワーク技術を活用し

たＢＧＭ配信の新サービスを開始したほか、無線アクセスシステムなどにも注力しており、今後業

績の回復に努めてまいります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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（カスタマーサービス）

カスタマーサービスでは、安定収益源である保守サービスを中心に活動しているほか、サービス

範囲の拡張にも取り組んでおり、受注は436百万円（前年同期比103.3%）、売上は423百万円（前年

同期比88.7%）となりました。

当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,671百万円となり、前連結会計年度末に比べて404百

万円減少いたしました。流動資産は8,234百万円となり、457百万円減少いたしました。主な原因

は、有価証券が399百万円、たな卸資産が300百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が903百

万円、現金及び預金が267百万円減少したことなどです。固定資産は3,437百万円となり、53百万円

増加いたしました。主な原因は、投資有価証券が時価評価により63百万円増加したことなどです。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は2,367百万円となり、前連結会計年度末に比べて252百

万円減少いたしました。流動負債は2,151百万円となり、210百万円減少いたしました。主な原因

は、未払法人税等が330百万円、賞与引当金が225百万円、買掛金が142百万円減少しましたが、そ

の他が489百万円増加したことなどです。固定負債は215百万円となり、42百万円減少いたしまし

た。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は9,304百万円となり、前連結会計年度末に比べて151百万

円減少いたしました。主な原因は、剰余金の配当409百万円を支払ったことなどです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の77.1%から78.6%となりました。

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によっ

て、予想数値と異なる可能性があります。なお、現時点での業績予想につきましては、2013年４月

30日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はございません。

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

3

㈱アイティフォー（4743）　2014年３月期　第１四半期決算短信



該当事項はありません。

税金費用の計算

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実効税率を

乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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
(2013年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2013年６月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 2,439,032 2,171,806
受取手形及び売掛金 2,330,951 1,427,915
有価証券 3,348,636 3,748,555
たな卸資産 257,159 557,668
その他 317,325 328,909
貸倒引当金 △991 △603

流動資産合計 8,692,114 8,234,251

固定資産
有形固定資産 711,048 693,003
無形固定資産

のれん 1,064 603
その他 351,300 359,804

無形固定資産合計 352,365 360,408

投資その他の資産
投資有価証券 1,416,901 1,480,331
その他 903,955 903,915

投資その他の資産合計 2,320,856 2,384,247

固定資産合計 3,384,271 3,437,658

資産合計 12,076,385 11,671,910
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2013年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2013年６月30日)

負債の部
流動負債

買掛金 788,143 645,158
未払法人税等 430,750 99,982
賞与引当金 382,300 156,400
その他 760,842 1,250,127

流動負債合計 2,362,035 2,151,669

固定負債
退職給付引当金 163,577 166,027
役員退職慰労引当金 11,370 11,745
その他 83,367 38,104

固定負債合計 258,315 215,876

負債合計 2,620,351 2,367,545

純資産の部
株主資本

資本金 1,124,669 1,124,669
資本剰余金 1,221,189 1,232,031
利益剰余金 7,599,845 7,328,302
自己株式 △844,338 △769,782

株主資本合計 9,101,364 8,915,220

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 204,242 258,992
繰延ヘッジ損益 414 256

その他の包括利益累計額合計 204,656 259,249

新株予約権 144,098 122,892
少数株主持分 5,914 7,001

純資産合計 9,456,034 9,304,364

負債純資産合計 12,076,385 11,671,910
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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 2012年４月１日
至 2012年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2013年４月１日
至 2013年６月30日)

売上高 2,157,094 1,811,318
売上原価 1,365,197 990,305

売上総利益 791,896 821,012

販売費及び一般管理費 614,773 619,775

営業利益 177,123 201,237

営業外収益
受取利息 1,437 1,527
受取配当金 11,216 14,802
持分法による投資利益 4,211 －
その他 2,656 1,460

営業外収益合計 19,521 17,790

営業外費用
投資有価証券評価損 5,401 －
固定資産除却損 － 1,435
持分法による投資損失 － 1,177
支払補償費 － 1,600
その他 1,443 1,514

営業外費用合計 6,845 5,727

経常利益 189,799 213,300

特別利益
新株予約権戻入益 26,708 19,400

特別利益合計 26,708 19,400

税金等調整前四半期純利益 216,507 232,700

法人税等 87,084 94,067

少数株主損益調整前四半期純利益 129,423 138,633

少数株主利益 56 1,086

四半期純利益 129,367 137,546
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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 2012年４月１日
至 2012年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2013年４月１日
至 2013年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 129,423 138,633
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △111,035 54,704
繰延ヘッジ損益 △1,254 △157
持分法適用会社に対する持分相当額 69 46

その他の包括利益合計 △112,220 54,592

四半期包括利益 17,203 193,226

（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 17,147 192,139
少数株主に係る四半期包括利益 56 1,086
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社グループは、システムインテグレーターとしてお客様の業態やニーズに応じたソフトウェア

を開発し、システム機器や関連商品と併せて提供するほか、情報通信ネットワークの構築・運用管

理や保守サービスに至るＩＴソリューション・サービスを単一のセグメントとする事業を行ってい

るため、記載を省略しております。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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