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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31日）

（注）当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ
たと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

(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 ％

27年3月期第3四半期 11,862 2.0 354 △5.7 404 △10.3 242 △38.6
26年3月期第3四半期 11,631 △6.3 375 7.7 451 15.7 395 84.9

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 436百万円 （7.9％） 26年3月期第3四半期 405百万円 （70.9％）

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3四半期 27.33 ―
26年3月期第3四半期 43.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 13,871 9,187 66.2
26年3月期 14,043 9,015 64.2
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 9,187百万円 26年3月期 9,015百万円

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
（注）当社は、平成26年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、平成26年３月期の第２四半期末の配当金につきま
しては、株式分割前の数値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

26年3月期 ― 18.00 ― 9.00 ―
27年3月期 ― 9.00 ―
27年3月期（予想） 9.00 18.00

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、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

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 17,000 4.8 630 9.4 650 △1.3 410 80.7 46.15



(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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報(注記事項)に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、平成26年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計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。

※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
四半期財務諸表のレビュー手続き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、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については、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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 ： 有
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） 27年3月期3Q 9,814,200 株 26年3月期 9,814,200 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 930,234 株 26年3月期 930,234 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 8,883,966 株 26年3月期3Q 9,193,238 株
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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３四半期連結累計期間（平成26年4月1日～平成26年12月31日）におけるわが国経済は、金融緩和をはじめと

する経済対策を背景に、企業業績の回復や雇用・所得環境の改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調にある

ものの、消費税引き上げなどによる消費者マインドの低下や海外景気の下振れなどにより、依然として先行き不透

明な状況が続いております。

当社グループが属します情報サービス産業においては、企業収益改善に伴う製造業などからの需要回復に加え、

災害及びセキュリティ対策に向けたシステム投資の拡大などからＩＴ投資の回復が見られたものの、大幅な成長は

期待し難い状況となっています。

このような経営環境の下、当社グループは長期経営計画の３年目を迎え、事業継続関連サービスやクラウド関連

サービスの拡充、法人・金融分野での商談の積上げ、当社ビジネスの収益基盤強化に向けた取り組みを積極的に推

進してまいりました。

売上面では、ソフトウエア開発並びに情報処理サービスの増収などにより、当第３四半期連結累計期間の売上高

は11,862百万円（前年同期比2.0％増）となりました。

利益面では、ソフトウエア開発における先行開発費の増加などにより、営業利益は354百万円（前年同期比5.7％

減）、経常利益は404百万円（同10.3％減）となりました。四半期純利益は、前年同期に連結子会社の完全子会社

化に伴う負ののれん発生益や投資有価証券売却益を計上した影響などから、前年同期比では38.6％減の242百万円

となりました。

セグメント別の業績に関しては以下のとおりであります。

（情報処理サービス）

金融機関向け運用サービス案件や自治体向けアウトソーシング案件の受注増加などにより、売上高は6,332百

万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益は、売上高の増加や業務の効率化並びに設備投資の償却費の減少

などにより、928百万円（同33.0％増）となりました。

（ソフトウエア開発）

金融機関及び一般法人向け常駐開発が増加したことなどにより、売上高は3,593百万円（前年同期比11.4％

増）、一方、セグメント利益は自治体向けシステムの先行開発費増により208百万円（同53.7％減）となりまし

た。

（その他情報サービス）

一般法人向け機器導入支援サービスが増加したことなどにより、売上高は1,329百万円（前年同期比1.9％

増）、一方、セグメント利益は販管費の増加などにより82百万円（同13.3％減）となりました。

（システム機器販売）

金融機関向け機器販売が減少したことなどにより、売上高は606百万円（前年同期比37.2％減）、セグメント

利益は12百万円（同16.0％増）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の資産合計は、投資有価証券が前連結会計年度末比334百万円増加した一方、受取

手形及び売掛金が前連結会計年度末比596百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比171百万円減少して

13,871百万円となりました。

負債合計は、未払費用等のその他流動負債が前連結会計年度末比505百万円減少したことなどにより、前連結会

計年度末比344百万円減少して4,684百万円となりました。

純資産合計は、その他有価証券評価差額金の計上などにより、前連結会計年度末比172百万円増加して9,187百万

円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.0ポイント増加して66.2％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13日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込

額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残

存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した

単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が162,740千円増加し、利益剰余金が104,610

千円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,071,284 2,049,620

受取手形及び売掛金 2,253,888 1,656,989

有価証券 1,422,854 620,401

商品 95,394 86,762

仕掛品 71,146 152,584

原材料及び貯蔵品 14,761 136,049

その他 543,418 356,114

貸倒引当金 △2,342 △434

流動資産合計 5,470,406 5,058,086

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,876,678 2,673,540

土地 1,572,515 1,572,515

リース資産（純額） 1,023,446 1,000,447

その他（純額） 497,285 571,869

有形固定資産合計 5,969,925 5,818,372

無形固定資産 796,799 791,546

投資その他の資産

投資有価証券 1,105,466 1,440,145

その他 701,355 763,807

貸倒引当金 △10 △6

投資その他の資産合計 1,806,810 2,203,945

固定資産合計 8,573,535 8,813,864

資産合計 14,043,941 13,871,951

負債の部

流動負債

買掛金 683,880 468,323

リース債務 333,528 323,848

未払法人税等 61,765 38,324

賞与引当金 － 269,489

受注損失引当金 859 18,324

製品保証引当金 39,013 48,416

その他 1,395,483 889,809

流動負債合計 2,514,531 2,056,535

固定負債

リース債務 1,084,988 996,654

退職給付に係る負債 1,163,515 1,368,511

長期未払金 195,315 193,378

その他 70,371 69,200

固定負債合計 2,514,192 2,627,744

負債合計 5,028,723 4,684,279
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,398,557 1,398,557

資本剰余金 473,557 473,557

利益剰余金 7,556,381 7,534,638

自己株式 △403,438 △403,438

株主資本合計 9,025,057 9,003,314

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 201,518 353,775

退職給付に係る調整累計額 △211,357 △169,417

その他の包括利益累計額合計 △9,839 184,357

純資産合計 9,015,218 9,187,672

負債純資産合計 14,043,941 13,871,951
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

（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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

売上高 11,631,119 11,862,586

売上原価 9,120,072 9,431,141

売上総利益 2,511,046 2,431,445

販売費及び一般管理費 2,135,468 2,077,327

営業利益 375,578 354,118

営業外収益

受取利息 911 484

受取配当金 23,707 29,028

負ののれん償却額 4,424 1,171

補助金収入 73,855 33,305

その他 10,642 14,301

営業外収益合計 113,541 78,290

営業外費用

支払利息 33,201 27,883

その他 4,897 16

営業外費用合計 38,098 27,899

経常利益 451,020 404,509

特別利益

投資有価証券売却益 37,855 －

負ののれん発生益 59,443 －

特別利益合計 97,299 －

特別損失

固定資産除却損 4,476 2,605

その他 46 －

特別損失合計 4,523 2,605

税金等調整前四半期純利益 543,796 401,903

法人税、住民税及び事業税 66,664 118,432

法人税等調整額 72,024 40,691

法人税等合計 138,688 159,124

少数株主損益調整前四半期純利益 405,107 242,778

少数株主利益 9,602 －

四半期純利益 395,505 242,778

少数株主利益 9,602 －

少数株主損益調整前四半期純利益 405,107 242,778

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △64 152,257

退職給付に係る調整額 － 41,939

その他の包括利益合計 △64 194,197

四半期包括利益 405,043 436,976

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 395,441 436,976

少数株主に係る四半期包括利益 9,602 －
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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。
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