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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

（注） 当社は、平成25年10月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり四半期純利益につきましては、当該分
割が前事業年度の期首に行われたと仮定し算定しております。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,996 3.0 157 29.4 158 28.9 91 30.9
25年3月期第2四半期 3,878 △3.9 121 28.0 122 27.7 70 32.8

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2四半期 42.51 ―
25年3月期第2四半期 32.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 3,403 2,556 75.1
25年3月期 3,462 2,506 72.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,556百万円 25年3月期  2,506百万円

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  
平成26年3月期（予想）期末の配当金については、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した額を記載しており
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 ― 2,000.00 2,000.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 21.00 21.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成26年3月期の業績予想における１株当たり当期純利益については、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮
した額を記載しております。 

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 7,980 3.3 240 5.3 243 5.3 140 3.8 65.02



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 当社は、平成25年10月1日付で普通株式１株につき100株の分割で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
株式数を算定しております。 

※  注記事項

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2Q 2,159,000 株 25年3月期 2,159,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 2,159,000 株 25年3月期2Q 2,159,000 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．業績予想について 
 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「業績予想などの将来予想情報に関する説明」をご覧ください。 
2．株式分割について 
 当社は、平成25年5月8日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式1株
を100株へ分割し、単元株式数を100株といたしました。これに伴う平成26年3月期の配当予想及び業績予想については、該当項目をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間（平成25年4月1日～平成25年9月30日）におけるわが国経済は、総じて回復傾向

が持続しつつ、アベノミクス効果による緊急経済対策の進捗に伴い、公共投資が景気押し上げに作用して

いるほか、企業の設備投資にも徐々に活性化の動きがみられるなど、今後とも内需を中心に底堅く持続し

ていくものとみられます。 

当社を取り巻く事業環境につきましては、「情報サービス分野」において、メガバンク・損害保険等に

おける勘定系／業務系システム刷新、統合の大型案件等の国内金融ＩＴ市場への期待をはじめ、中規模案

件等についても税制改正に向けたシステム改修等が見込まれるなど、景況感の改善とともに回復基調にあ

りますが、市場競争が尚一層激化するなか、技術者不足や価格水準についても依然として厳しいものがあ

ります。 

 一方、「人材ビジネス分野」におきましては、有効求人倍率や完全失業率が緩やかながら改善傾向にあ

り、企業の人材採用意欲の回復に伴った各種人材サービスに対するニーズは堅調に推移しつつあります

が、派遣登録者数は依然横ばい傾向にあることや改正労働者派遣法の影響による派遣就労者数の減少によ

り、需要に供給が追いつかない状況にあります。  

 このような状況の下、「システムソリューションサービス事業」においては、クラウド、モビリティ、

ビッグデータ、ソーシャル技術の4要素で構成される第3のプラットフォームのニーズが高まるなか、現業

ビジネスの変革及びイノベーションの創出を課題に掲げ、戦略的な推進に向けて、当期より「ＩＣＴ戦略

部」を新設し、当社が開発した年末調整等の電子申告システムの技術が東京都に採用されるなど、その取

り組み効果が徐々に表れてきました。 

 一方、「ＢＰＯサービス事業」においては、近年の人材派遣の減少傾向を受け、人材派遣サービス売上

高の維持と新規取引先の獲得に向けた営業力を強化し、意思決定の迅速化を進めるべく、二部門制を一部

門制に一本化するとともに、アウトソーシング部門から物販関連の請負業務を切り出し、請負業務の拡大

を目指すべく、新たに「物販サポートサービス部」を新設し、既存業務の維持・拡大及び新たなアウトソ

ーシングビジネスの企画運営や営業展開に取り組みました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高3,996百万円(前年同四半期比3.0％増）、

営業利益157百万円（同29.4％増）、経常利益158百万円（同28.9％増）、四半期純利益91百万円（同

30.9％増）となりました。 

  

セグメント別の売上高及びセグメント利益（営業利益）の推移は次のとおりであります。 

（百万円未満は切り捨て) 

 

  

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

平成25年3月期 
第２四半期累計期間

平成26年3月期  
第２四半期累計期間

対前年同期増減率

セグメント名 売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

システムソリューションサービス 1,680 239 1,737 206 3.4 △13.7

ＢＰＯサービス 2,198 118 2,258 163 2.7 37.9

合    計 3,878 357 3,996 369 3.0 3.4
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①システムソリューションサービス事業 

ＢＩソリューションや税関連及びエンタープライズ案件、ネットワーク保守等が順調に推移した結

果、当第２四半期累計期間における売上高は、1,737百万円（前年同四半期比3.4％増）となりました。

一方、高利益率の伴う開発案件の終了や新規案件受注に向けた戦略的投資コストの増加などにより、セ

グメント利益（営業利益）は、206百万円（同13.7％減）となりました。 

  

②ＢＰＯサービス事業 

人材派遣業務の内製化政策に伴う派遣契約の縮小や終了など低調に推移するなか、物販関連のアウト

ソーシング業務の夏期繁忙期における業務処理量が大幅に増加した結果、当第２四半期累計期間におけ

る売上高は、2,258百万円（前年同四半期比2.7％増）となりました。一方、人材派遣業務の収益力が低

下したものの、アウトソーシング業務の売上高の増加及び生産性の向上により、セグメント利益（営業

利益）は、163百万円（同37.9％増）となりました。 

  

（資産の部） 

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して59百万円減少し、3,403百万円

となりました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して56百万円減少し、3,237百万円となりました。これは主に、現金

及び預金4百万円及び仕掛品18百万円が増加したこと、売掛金66百万円及び商品19百万円が減少したこと

等によるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末と比較して3百万円減少し、166百万円となりました。これは主に、有形固定

資産3百万円が減少したこと等によるものであります。 

  

（負債の部） 

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して108百万円減少し、847百万円と

なりました。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して96百万円減少し、829百万円となりました。これは主に、未払法

人税等18百万円が増加したこと、未払金81百万円、買掛金21百万円、賞与引当金3百万円及び役員賞与引

当金3百万円が減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末と比較して12百万円減少し、17百万円となりました。これは主に、役員退職

慰労引当金12百万円が減少したこと等によるものであります。  

  

（純資産の部） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して49百万円増加し、2,556百万

円となりました。これは、当第２四半期純利益91百万円及び配当金の支払い43百万円等によるものであり

ます。 

  

平成25年5月8日付「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表しました平成26年3月期

の業績予想における変更はございません。 

 なお、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、今後様々な要因によ

り修正が生じる場合は速やかにお知らせ致します。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。 

  

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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年3月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,117,085 2,122,058

売掛金 1,041,590 975,275

商品 19,848 －

仕掛品 1,960 20,314

繰延税金資産 103,338 103,338

その他 15,770 21,876

貸倒引当金 △6,062 △5,713

流動資産合計 3,293,531 3,237,149

固定資産

有形固定資産 70,424 66,784

無形固定資産 1,310 1,310

投資その他の資産 97,562 98,107

固定資産合計 169,296 166,202

資産合計 3,462,828 3,403,352

負債の部

流動負債

買掛金 139,385 118,367

未払金 413,044 331,923

未払法人税等 53,914 72,382

賞与引当金 196,294 192,590

役員賞与引当金 7,000 4,000

その他 116,373 110,619

流動負債合計 926,011 829,883

固定負債

長期未払金 670 511

役員退職慰労引当金 29,200 16,870

固定負債合計 29,870 17,381

負債合計 955,882 847,264

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,980,638 2,029,234

株主資本合計 2,498,686 2,547,282

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,260 8,804

評価・換算差額等合計 8,260 8,804

純資産合計 2,506,946 2,556,087

負債純資産合計 3,462,828 3,403,352

データリンクス㈱（2145）平成26年3月期　第２四半期決算短信（非連結）

－5－



（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年4月 1日
至 平成25年9月30日)

売上高 3,878,998 3,996,390

売上原価 3,462,805 3,544,581

売上総利益 416,193 451,808

販売費及び一般管理費 294,672 294,566

営業利益 121,520 157,241

営業外収益

受取利息 742 701

その他 576 397

営業外収益合計 1,319 1,099

経常利益 122,839 158,341

特別損失

固定資産除却損 134 1

特別損失合計 134 1

税引前四半期純利益 122,704 158,339

法人税、住民税及び事業税 52,581 66,562

四半期純利益 70,122 91,776
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年4月 1日
至 平成25年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 122,704 158,339

減価償却費 9,817 8,418

貸倒引当金の増減額（△は減少） △775 △349

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,099 △3,703

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,755 △12,330

受取利息及び受取配当金 △901 △862

売上債権の増減額（△は増加） 136,264 66,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,398 1,494

仕入債務の増減額（△は減少） △4,385 △21,017

未払金の増減額（△は減少） △57,840 △82,522

その他 23,583 △14,964

小計 211,413 98,817

利息及び配当金の受取額 923 855

法人税等の支払額 △60,783 △48,378

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,553 51,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,951 △3,381

敷金の差入による支出 △2,310 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,261 △3,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △41,594 △42,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,594 △42,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,697 4,972

現金及び現金同等物の期首残高 2,015,584 2,117,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,116,281 2,122,058
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当第２四半期累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成24年4月1日  至  平成24年9月30日) 

１．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 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

 セグメント利益の調整額△236,340千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

  なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有価固定資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）四半期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）

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,680,470 2,198,528 3,878,998 ─ 3,878,998

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,680,470 2,198,528 3,878,998 ─ 3,878,998

セグメント利益 239,671 118,188 357,860 △236,340 121,520
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Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成25年4月1日  至  平成25年9月30日) 

１．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 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△212,732千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,737,793 2,258,596 3,996,390 ─ 3,996,390

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 1,737,793 2,258,596 3,996,390 ─ 3,996,390

セグメント利益 206,939 163,035 369,974 △212,732 157,241
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 「株式の分割、及び単元株制度の採用について」 

当社は、平成25年5月8日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で、株式の分割及び単元

株制度の導入を実施いたしました。 

  

１.株式分割及び単元株制度の採用の目的 

単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表した「売買単

位の集約に向けた行動計画」（平成19年11月27日付）の趣旨に鑑み、当社株式分割の実施及び単元株

制度の採用を行いました。なお、本株式分割及び単元株制度採用に伴う投資単位の実質的な変動はあ

りません。 

  

２.株式分割の概要 

（1）分割の方法 

平成25年9月30日（月曜日）を基準日として、同日の 終の株主名簿に記載または記録された

株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割いたしました。 

  

（2）分割により増加した株式数 

 
  

（3）分割の日程 

 
  

３.単元株制度の採用 

（1）採用した単元株の数 

上記2.株式分割の概要の効力発生日である平成25年10月1日をもって単元株制度を採用し、単

元株式数を100株としました。 

  

（2）日程 

 
  

４.その他 

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の前第２四半期累計期間及び当第２四

半期累計期間における１株当たり情報は、以下のとおりであります。 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

（重要な後発事象)

株式分割前の発行済株式総数 21,590株

今回の分割により増加した株式数 2,137,410株

株式分割後の発行済株式総数 2,159,000株

株式分割後の発行可能株式総数 5,000,000株

基準日公告日 平成25年9月13日（金曜日）

基準日 平成25年9月30日（月曜日）

効力発生日 平成25年10月1日（火曜日）

効力発生日 平成25年10月1日（火曜日）

項目
前第２四半期累計期間
(自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年4月 1日
至 平成25年9月30日)

１株当たり四半期純利益金額 32円48銭 42円51銭
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当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 前第２四半期累計期間の販売金額の割合が10％以上の販売先については、該当ありません。 

  

  

５．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 1,000,938 95.8

合計 1,000,938 95.8

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 1,597,232 104.9 955,905 104.8

ＢＰＯサービス 2,268,973 96.3 1,069,422 84.1

合計 3,866,205 99.7 2,025,328 92.7

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 1,737,793 103.4

ＢＰＯサービス 2,258,596 102.7

合計 3,996,390 103.0

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

郵便局物販サービス株式会社 ― ― 444,555 11.1
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