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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 ％

27年３月期第１四半期 875 △2.3 4 ― 7 826.8 △13 ―

26年３月期第１四半期 896 8.7 △1 ― 0 △98.1 △16 ―
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 △2百万円( ―％) 26年３月期第１四半期 △19百万円( ―％)
　―

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

27年３月期第１四半期 △0.46 ―

26年３月期第１四半期 △0.56 ―
　　

（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 ％

27年３月期第１四半期 1,583 537 33.9

26年３月期 1,600 539 33.7
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 537百万円 26年３月期 539百万円
　　　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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)

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) 1,900 2.6 65 23.8 65 100.0 20 58.4 0.68

通期 4,000 7.2 200 16.4 200 12.3 100 39.4 3.40
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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) 27年３月期１Ｑ 29,417,400株 26年３月期 29,417,400株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 8,365株 26年３月期 8,365株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 29,409,035株 26年３月期１Ｑ 29,409,535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、四半期連結財務諸表に対する四半期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２ページ「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。
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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

当第１四半期連結累計期間における国内の経済動向は、雇用情勢の改善に伴い、緩やかな回復基調が続いており

ます。企業部門においては、設備投資は増加傾向にあるものの、このところ弱い動きもみられます。生産は消費税

率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動もあって、このところ減少しております。輸出は横ばいとなっており、輸

入は減少し、貿易・サービス収支の赤字は減少傾向にあります。

一方、海外の経済動向は緩やかに回復しており、拡大傾向が続くとみられます。ただし、アメリカの金融緩和縮

小による影響、中国やその他新興国経済の先行き不安、欧州諸国の政府債務問題等への対応やその影響、失業率や

物価の動向などに留意する必要があります。

情報サービス業界におきましては、受注ソフトウェア、システムインテグレーション及びソフトウェアプロダク

ツの分野では、概ね前年度より増加傾向で推移しています。

このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は以下の通りとなりました。

①売上高及び営業利益

当第１四半期連結累計期間における当社グループは、引き続き事業構造改革、経営改革及び業務効率改革

に注力した結果、売上高は前年同四半期と比べ20,319千円（△2.3％）減少し875,822千円となりましたが、

前年同四半期と比べ低利益率の案件がなくなり原価率が改善したことにより、営業利益は4,176千円(前年同

四半期は営業損失1,988千円)となりました。

②経常利益

営業外損益は、受取配当金、受取賃貸料等の営業外収益が4,228千円ありましたが、支払利息等の営業外費

用が1,043千円あり、その結果、当第１四半期連結累計期間の経常利益は前年同四半期と比べ6,567千円

（826.8％）増加し7,361千円となりました。

③四半期純損失

特別損益は、特別損失に課徴金15,000千円を計上し、また、法人税等を5,798千円計上したことにより、当

第１四半期連結累計期間の四半期純損失は、13,436千円（前年同四半期は四半期純損失16,373千円）となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、仕掛品が増加しましたが、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年

度末より34,957千円減少し1,194,775千円となりました。

　固定資産は、投資有価証券の増加等により、前連結会計年度末より18,356千円増加し389,222千円となりま

した。

　その結果、資産合計は前連結会計年度末より16,601千円減少し1,583,998千円となりました。

（負債）

流動負債は、支払手形及び買掛金、賞与引当金の減少等により、前連結会計年度末より29,297千円減少し

664,243千円となりました。

　固定負債は、退職給付に係る負債の増加等により、前連結会計年度末より15,114千円増加し382,658千円と

なりました。

　その結果、負債合計は前連結会計年度末より14,183千円減少し1,046,902千円となりました。

（純資産）

純資産は、保有株式の時価の回復によりその他有価証券評価差額金が増加しましたが、四半期純損失

13,436千円の計上により、前連結会計年度末より2,418千円減少し537,096千円となりました。

（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5月14日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 528,231 508,463

受取手形及び売掛金 567,444 548,186

仕掛品 60,747 65,006

原材料及び貯蔵品 887 859

その他 72,492 72,330

貸倒引当金 △69 △69

流動資産合計 1,229,733 1,194,775

固定資産

有形固定資産 74,248 72,427

無形固定資産 1,665 1,412

投資その他の資産

投資有価証券 240,037 258,324

その他 57,568 59,711

貸倒引当金 △2,654 △2,654

投資その他の資産合計 294,951 315,382

固定資産合計 370,866 389,222

資産合計 1,600,599 1,583,998

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 220,735 189,626

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 24,793 6,328

賞与引当金 84,520 47,054

その他 163,492 221,234

流動負債合計 693,541 664,243

固定負債

関係会社長期借入金 190,000 190,000

役員退職慰労引当金 3,190 2,902

退職給付に係る負債 154,206 163,753

その他 20,146 26,003

固定負債合計 367,544 382,658

負債合計 1,061,085 1,046,902

純資産の部

株主資本

資本金 80,000 80,000

資本剰余金 35,710 35,710

利益剰余金 358,927 345,490

自己株式 △845 △845

株主資本合計 473,791 460,354

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 65,722 76,741

その他の包括利益累計額合計 65,722 76,741

純資産合計 539,514 537,096

負債純資産合計 1,600,599 1,583,998
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 896,142 875,822

売上原価 792,582 744,864

売上総利益 103,560 130,958

販売費及び一般管理費 105,549 126,781

営業利益又は営業損失（△） △1,988 4,176

営業外収益

受取配当金 2,434 2,997

受取賃貸料 1,278 1,222

その他 1 8

営業外収益合計 3,714 4,228

営業外費用

支払利息 849 1,032

その他 82 10

営業外費用合計 931 1,043

経常利益 794 7,361

特別利益

投資有価証券売却益 4,568 -

役員退職慰労引当金戻入額 7,970 -

特別利益合計 12,539 -

特別損失

投資有価証券売却損 15 -

過年度決算訂正関連費用 22,980 -

課徴金 - 15,000

特別損失合計 22,995 15,000

税金等調整前四半期純損失（△） △9,661 △7,638

法人税等 6,711 5,798

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,373 △13,436

四半期純損失（△） △16,373 △13,436
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,373 △13,436

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,800 11,018

その他の包括利益合計 △2,800 11,018

四半期包括利益 △19,173 △2,418

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,173 △2,418

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　前第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)及び当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグメントで

あります。会社別の利益分析等は行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ全体

で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。

（重要な後発事象）

平成26年７月１日に投資有価証券の一部（上場有価証券１銘柄）を売却いたしました。これに伴い、平成27年３

月期第２四半期会計期間において投資有価証券売却益16,323千円を特別利益として計上する予定であります。
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