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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 16,528 5.2 1,132 14.3 1,028 8.6 618 △1.0
25年3月期第3四半期 15,708 6.4 990 28.7 947 40.4 625 152.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 661百万円 （3.2％） 25年3月期第3四半期 640百万円 （150.7％）

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3四半期 44.31 ―
25年3月期第3四半期 47.98 47.73

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 24,451 10,255 41.1
25年3月期 22,459 8,854 38.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 10,042百万円 25年3月期 8,650百万円

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 ： 有 
 配当予想の修正については、本日（平成26年1月31日）公表いたしました「平成26年３月期配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 ― 12.50 ― 12.50 25.00
26年3月期 ― 12.50 ―
26年3月期（予想） 14.50 27.00

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、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 
 当社は第２四半期連結累計期間において、自己株式の処分（1,725,000株）及び消却（470,000株）を行っております。（詳細は、添付資料P.7「株主資本の金額
に著しい変動があった場合の注記」をご参照ください。）連結業績予想の「１株当たり当期純利益」につきましては当該事項後の期中平均発行株式数により算定
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 22,700 5.2 1,890 22.9 1,730 16.3 1,000 13.0 70.62



(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する事項は、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。 

※ 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
②①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3Q 14,765,840 株 25年3月期 15,235,840 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 9,905 株 25年3月期 2,204,905 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 13,965,299 株 25年3月期3Q 13,030,938 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による財政・金融政策を背景に、円安の進行や株価

の上昇がありました。その結果、企業の収益や個人消費が改善し、緩やかな回復となりました。 

当社グループが属する情報サービス業界では、企業収益の改善に伴って、これまで先送りしてきたシステム開

発を中心にIT投資回復の動きが見られました。併せて、企業の一層の経営効率化や事業拡大などを目的としたデー

タセンターやクラウドサービスの利用が拡大しております。 

このような環境下、当社グループは既存顧客との継続的な関係強化や、新規顧客の開拓を図り、IT投資に対す

る需要を積極的に取り込みました。また、４棟目となるデータセンターを竣工するなど基盤整備を進め、さらにイ

ンフラを中心としたクラウドサービスに共通アプリケーションを加えた新クラウドサービス「Dream Cloud®」を開

発し、サービス領域を拡大して顧客ニーズに対応しました。 

以上の結果、売上高は、情報処理サービス並びにシステム開発サービスの売上が増加したことにより16,528百万

円（前年同期比5.2％増）となりました。利益面も、営業利益で1,132百万円（同14.3％増）、経常利益は1,028百

万円（同8.6％増）となりました。四半期純利益は、前期に事業譲渡益等の計上があったため、6百万円減の618百

万円（同1.0％減）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるサービス別売上高の状況は以下のとおりです。 

[情報処理サービス] 

 データセンターを活用したITマネージドサービスやクラウドサービスが堅調に推移した結果、6,540百万円（前

年同期比4.0％増）となりました。 

[システム開発サービス] 

 金融業を中心とするIT投資の回復により、9,540百万円（同8.7％増）となりました。 

[システム機器販売] 

 前期にあったガソリンスタンド向けPOS等の入れ替えや、システム構築に伴う機器販売が一部収束したことによ

り、447百万円（同30.9％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は24,451百万円となり、前連結会計年度末比1,992百万円の増加と

なりました。その主な要因はデータセンター建設に伴う有形固定資産の増加等があったことによるものでありま

す。  

 なお、純資産は自己株式の処分等に伴い10,255百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末から2.6ポイン

ト改善し41.1％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 

  平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表のとおり変更はございません。 

  

（１）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３四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。   

   

１．当四半期決算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



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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,474,925 2,476,750

受取手形及び売掛金 4,297,879 3,635,726

商品及び製品 23,856 21,806

仕掛品 79,893 231,490

原材料及び貯蔵品 22,531 26,953

その他 669,899 762,079

貸倒引当金 △2,543 △4,722

流動資産合計 7,566,443 7,150,084

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,253,800 9,924,863

土地 3,351,511 3,351,211

その他（純額） 1,279,365 948,261

有形固定資産合計 11,884,676 14,224,335

無形固定資産   

ソフトウエア 1,053,392 1,088,059

その他 52,164 52,089

無形固定資産合計 1,105,556 1,140,149

投資その他の資産   

その他 1,945,618 1,980,484

貸倒引当金 △43,207 △43,566

投資その他の資産合計 1,902,410 1,936,917

固定資産合計 14,892,643 17,301,402

資産合計 22,459,086 24,451,486



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 684,707 647,609

短期借入金 1,888,556 2,213,376

未払法人税等 518,267 98,960

賞与引当金 582,234 211,812

工事損失引当金 35 104

その他 2,679,685 2,018,094

流動負債合計 6,353,486 5,189,957

固定負債   

長期借入金 5,999,842 7,805,215

退職給付引当金 653,433 660,671

資産除去債務 41,755 43,540

その他 555,636 496,760

固定負債合計 7,250,667 9,006,187

負債合計 13,604,153 14,196,145

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,265,785

利益剰余金 3,121,547 3,427,238

自己株式 △1,147,482 △5,154

株主資本合計 8,531,247 9,891,861

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 119,323 150,998

その他の包括利益累計額合計 119,323 150,998

少数株主持分 204,362 212,480

純資産合計 8,854,933 10,255,341

負債純資産合計 22,459,086 24,451,486



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 15,708,953 16,528,692

売上原価 11,917,328 12,556,410

売上総利益 3,791,625 3,972,281

販売費及び一般管理費 2,800,690 2,839,643

営業利益 990,934 1,132,638

営業外収益   

受取利息 89 85

受取配当金 6,362 13,199

その他 65,621 21,970

営業外収益合計 72,072 35,255

営業外費用   

支払利息 74,949 83,648

支払手数料 14,875 38,875

持分法による投資損失 10,862 7,419

その他 14,764 9,360

営業外費用合計 115,451 139,303

経常利益 947,555 1,028,590

特別利益   

投資有価証券売却益 － 33,471

事業譲渡益 308,267 －

特別利益合計 308,267 33,471

特別損失   

減損損失 174,240 1,195

固定資産除却損 834 704

固定資産売却損 656 176

投資有価証券評価損 5,385 －

ゴルフ会員権評価損 350 －

特別損失合計 181,466 2,076

税金等調整前四半期純利益 1,074,356 1,059,985

法人税等 441,367 431,071

少数株主損益調整前四半期純利益 632,989 628,914

少数株主利益 7,800 10,110

四半期純利益 625,188 618,803



（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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 632,989 628,914

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,994 32,744

その他の包括利益合計 7,994 32,744

四半期包括利益 640,983 661,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 633,498 650,479

少数株主に係る四半期包括利益 7,485 11,179



該当事項はありません。 

     

 当社は平成25年８月21日を払込期日とする公募による自己株式の処分（一般募集）を行ったことに伴い自己株式処

分差益が136,690千円発生したことにより、第２四半期連結累計期間において同額資本剰余金が増加するとともに、

自己株式が780,634千円減少しております。 

 また、平成25年９月11日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分（オーバーアロットメントによる当社

株式の売出しに関連する第三者割当）を行ったことに伴い自己株式処分差益が20,503千円発生したことにより、第２

四半期連結累計期間において同額資本剰余金が増加するとともに、自己株式が117,095千円減少しております。 

 さらに、平成25年８月６日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年９月12日付で自己株式の消却を行い、資本剰

余金と自己株式がそれぞれ244,598千円減少しております。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が3,265,785千円及び自己株式が5,154千円となっ

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）
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