
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,054 0.7 △235 ― △335 ― △362 ―
25年３月期第１四半期 3,031 △2.7 △226 ― △262 ― △346 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △311百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △386百万円( ―％)

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 △31.94 ―
25年３月期第１四半期 △30.60 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 13,508 6,288 46.6
25年３月期 14,122 6,664 47.2

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 6,288百万円 25年３月期 6,664百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 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）

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 8.3 500 70.1 500 84.0 300 33.7 26.46

(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

  (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) 26年３月期１Ｑ 11,793,600株 25年３月期 11,793,600株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 438,626株 25年３月期 453,820株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 11,344,824株 25年３月期１Ｑ 11,332,980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ますが、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す。

※ 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
報などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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、新政権の経済政策や日銀の金融緩和策などが好感

され、円安・株高が進行し、大企業を中心に景況感は回復しつつあるものの、中国経済の先行きに対す

る懸念が高まるなど、先行き不透明な状況下で推移いたしました。 

情報サービス産業におきましては、スマートフォンやタブレット端末の業務利用、クラウドサービ

ス、ビッグデータ活用などへのニーズが高まりを見せるなど、一部に需要の回復が見られますが、企業

のＩＴ投資に対する慎重な姿勢は継続しており、市場での競争はさらに激しさを増し、厳しい受注環境

が続きました。 

このような環境のもとで、当社グループは、金融業・官庁向けやサービス業向けなどの得意分野や成

長分野の確立・拡大に向け、経営資源の重点配置を行うとともに、ソフトウェア開発の工業化（ファク

トリ化）に向けた取り組みを進めました。また、顧客への 適なＩＴサービスの提供を実現するため、

同業他社とのアライアンスの積極的な推進や、当社が保有するソリューションやノウハウのクラウド化

に注力いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、30億54百万円（前年同期比0.7％増）となりまし

た。 

また、利益面につきましては、営業損失２億35百万円（前年同期は営業損失２億26百万円）、持分法

による投資損失などの営業外費用の計上により経常損失３億35百万円（前年同期は経常損失２億62百万

円）、四半期純損失３億62百万円（前年同期は四半期純損失３億46百万円）となりました。 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は135億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

億14百万円減少いたしました。流動資産は95億44百万円となり、５億89百万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（11億９百万円）、現金及び預金の増加（３億５百万円）、仕

掛品の増加（２億86百万円）等であります。固定資産は39億63百万円となり、前連結会計年度末に比

べ25百万円減少いたしました。主な要因は、ソフトウエアの減少（28百万円）等であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は72億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億38百万円減少いたしました。流動負債は34億95百万円となり、３億63百万円減少いたしました。主

な要因は、１年内返済予定の長期借入金の減少（３億35百万円）等であります。固定負債は37億24百

万円となり、１億25百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加（89百万円）、退職給

付引当金の増加（44百万円）等であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は62億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３億76百万円減少いたしました。主な要因は、第１四半期連結累計期間における四半期純損失の計上

（３億62百万円）等であります。 

  なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.2%から46.6%となりました。 

  

平成26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25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）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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
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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 5,529,123 5,834,933

受取手形及び売掛金 3,599,983 2,490,233

商品及び製品 126,485 160,311

仕掛品 405,904 692,603

繰延税金資産 251,379 178,840

その他 221,256 187,840

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 10,134,122 9,544,753

固定資産   

有形固定資産 290,078 276,038

無形固定資産 435,009 406,320

投資その他の資産   

投資有価証券 1,655,957 1,647,117

繰延税金資産 1,274,730 1,301,329

差入保証金 233,412 232,493

その他 142,084 142,843

貸倒引当金 △42,440 △42,430

投資その他の資産合計 3,263,744 3,281,354

固定資産合計 3,988,832 3,963,713

資産合計 14,122,955 13,508,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 626,646 384,929

短期借入金 640,000 630,000

1年内返済予定の長期借入金 1,101,556 766,226

リース債務 61,923 59,802

未払金 839,867 859,598

未払法人税等 46,141 14,989

賞与引当金 239,057 137,444

受注損失引当金 6,325 －

その他 297,376 642,406

流動負債合計 3,858,894 3,495,396

固定負債   

長期借入金 1,032,447 1,121,648

リース債務 82,993 74,785

退職給付引当金 2,456,351 2,500,624

長期未払金 27,580 27,580

固定負債合計 3,599,371 3,724,638

負債合計 7,458,265 7,220,035
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 2,803,202 2,802,258

利益剰余金 218,623 △211,812

自己株式 △138,289 △133,653

株主資本合計 6,658,636 6,231,892

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,260 47,651

為替換算調整勘定 792 8,887

その他の包括利益累計額合計 6,052 56,538

純資産合計 6,664,689 6,288,431

負債純資産合計 14,122,955 13,508,466
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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 3,031,894 3,054,183

売上原価 2,432,762 2,459,891

売上総利益 599,132 594,291

販売費及び一般管理費 825,486 829,349

営業損失（△） △226,353 △235,058

営業外収益   

受取利息 1,870 880

受取配当金 9,227 10,803

有価証券売却益 － 2,487

受取補償金 10,000 －

その他 1,592 1,212

営業外収益合計 22,690 15,383

営業外費用   

支払利息 12,272 10,048

有価証券売却損 1,948 －

有価証券評価損 14,081 －

持分法による投資損失 27,238 98,723

その他 3,487 6,789

営業外費用合計 59,028 115,561

経常損失（△） △262,691 △335,235

税金等調整前四半期純損失（△） △262,691 △335,235

法人税、住民税及び事業税 5,632 4,656

法人税等調整額 78,493 22,505

法人税等合計 84,125 27,162

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △346,817 △362,398

四半期純損失（△） △346,817 △362,398
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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損失（△） △346,817 △362,398

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44,426 42,391

為替換算調整勘定 4,415 8,095

その他の包括利益合計 △40,011 50,486

四半期包括利益 △386,828 △311,911

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △386,828 △311,911

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）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）
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