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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） 

 

(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 1,311 10.5 5 ― 6 ― 1 ―
25年3月期第1四半期 1,186 1.6 △55 ― △54 ― △31 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △34百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 0.37 ―
25年3月期第1四半期 △8.59 ―

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 4,642 3,458 74.5 944.43
25年3月期 4,793 3,507 72.9 953.74
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,458百万円 25年3月期  3,492百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 2,984 19.5 23 ― 24 ― 5 ― 1.51
通期 6,756 22.2 306 144.2 308 138.1 157 108.9 43.09



(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  

(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〕Ｐ．２「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 3,940,000 株 25年3月期 3,940,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 278,361 株 25年3月期 278,361 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,661,639 株 25年3月期1Q 3,661,639 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  7

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  7

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  7

1

システムズ・デザイン㈱　（3766）　平成26年３月期　第１四半期決算短信



（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀主導の経済再生に向けた動き等により円安・株高が進行

し、景気回復への期待感が増しているものの、欧州債務問題の長期化や新興国の成長鈍化などにより、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、内需を中心として企業の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、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10.5％増）、営業利益は 千円（前年

同期は 千円の営業損失）、経常利益は 千円（前年同期は 千円の経常損失）、四半期純利益

は 千円（前年同期は 千円の四半期純損失）となりました。 

 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、継続案件の受注や新規案件の受注確保に注力し、かつ諸経費等の見直

しやグループ会社の統廃合による合理化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 ％増）、営業利益は 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7.4％減）、営業利益 千円（同

10.4％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 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150,865千円減の4,642,681千円となりました。純資

産は、利益剰余金等の減少により前期末比48,849千円減の3,458,986千円となり、自己資本比率は74.5％となりま

した。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月10日付の「平成25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（八王子）は平成25年３月31日付で解散を決議し、平成25年６月13日付で清算結

了いたしました。  

    

（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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,311,064 5,602

△55,143 6,464 △54,177

1,345 △31,471

367,290 9.4 8,020

△34,131

825,782 14.2 △17,120

△37,422

117,991 14,702

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641,091 2,806,386

受取手形及び売掛金 1,079,936 685,487

商品及び製品 11,279 12,181

仕掛品 84,300 145,558

原材料及び貯蔵品 16,608 16,365

その他 118,926 138,468

貸倒引当金 △385 △249

流動資産合計 3,951,758 3,804,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 343,871 343,871

減価償却累計額 △206,281 △209,039

建物及び構築物（純額） 137,590 134,831

機械装置及び運搬具 20,157 20,157

減価償却累計額 △18,198 △18,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,959 1,775

土地 112,278 112,278

建設仮勘定 1,396 －

その他 175,995 179,557

減価償却累計額 △155,062 △157,614

その他（純額） 20,933 21,942

有形固定資産合計 274,158 270,828

無形固定資産   

のれん 86,257 79,074

ソフトウエア 25,715 40,615

その他 20,350 9,917

無形固定資産合計 132,323 129,607

投資その他の資産   

投資有価証券 47,045 48,796

長期貸付金 3,876 3,305

繰延税金資産 164,672 164,128

その他 219,712 221,817

投資その他の資産合計 435,306 438,048

固定資産合計 841,788 838,483

資産合計 4,793,546 4,642,681
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,349 26,904

未払金 319,933 270,683

未払法人税等 16,082 8,752

賞与引当金 148,444 45,258

受注損失引当金 5,660 －

役員退職慰労引当金 11,930 －

その他 106,273 183,756

流動負債合計 643,672 535,355

固定負債   

退職給付引当金 596,528 601,197

役員退職慰労引当金 45,509 47,142

固定負債合計 642,038 648,339

負債合計 1,285,710 1,183,694

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 2,937,570 2,902,299

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,479,440 3,444,169

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,794 14,000

その他の包括利益累計額合計 12,794 14,000

少数株主持分 15,600 815

純資産合計 3,507,835 3,458,986

負債純資産合計 4,793,546 4,642,681
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,186,430 1,311,064

売上原価 982,501 1,060,579

売上総利益 203,929 250,484

販売費及び一般管理費 259,073 244,882

営業利益又は営業損失（△） △55,143 5,602

営業外収益   

受取利息 66 55

受取配当金 252 284

不動産賃貸料 240 240

保険事務手数料 231 205

雑収入 236 151

営業外収益合計 1,026 937

営業外費用   

不動産賃貸原価 60 74

営業外費用合計 60 74

経常利益又は経常損失（△） △54,177 6,464

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 －

特別損失合計 2,764 －

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（△）

△56,931 6,464

法人税等 △25,873 5,184

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31,058 1,280

少数株主利益又は少数株主損失（△） 412 △65

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,471 1,345
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△31,058 1,280

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,306 1,205

その他の包括利益合計 △3,306 1,205

四半期包括利益 △34,365 2,486

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △34,777 2,551

少数株主に係る四半期包括利益 412 △65
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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。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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利益と一致しております。 

   

（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）

   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

   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 
 367,290  825,782  117,991  1,311,064  －  1,311,064

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  367,290  825,782  117,991  1,311,064  －  1,311,064

セグメント利益又

は損失（△） 
 8,020  △17,120  14,702  5,602  －  5,602
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