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(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 30,467 0.4 1,213 △25.0 1,176 △28.0 730 123.6

24年3月期 30,350 △1.7 1,619 △30.3 1,635 △30.9 326 △74.4

（注）包括利益 25年3月期 760百万円 （ ％）133.0 24年3月期 326百万円 （ ％）△74.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 61 90 ― 4.0 3.9 4.0

24年3月期 27 68 ― 1.8 5.2 5.3

（参考）持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24年3月期 ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 29,462 18,459 62.4 1,557 02

24年3月期 31,565 18,023 56.9 1,520 97

（参考）自己資本 25年3月期 18,372百万円 24年3月期 17,946百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 △1,443 5,253 △323 9,996

24年3月期 △522 3,132 △324 6,499

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 － 13 50 － 13 50 27 00 318 97.5 1.8

25年3月期 － 13 50 － 13 50 27 00 318 43.6 1.8

26年3月期（予想） － 13 50 － 13 50 27 00 41.9

（％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） 14,800 △0.9 500 △15.7 500 △17.4 310 △10.0 26 27

通期 30,900 1.4 1,400 15.3 1,420 20.7 760 4.0 64 40



※ 注記事項

新規 － 社 （社名 ）、除外 － 社 （社名 ）

(2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変
更と区別することが困難な場合）に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ.17「４．連結財務諸表（５）連
結財務諸表に関する注記事項（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）」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要

１．平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2）個別財政状態

※  監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表

に対する監査手続きが実施中です。

※  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。

個別業績予想については、重要性が大きくないため記載を省略しております。

当社は、平成25年5月15日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説

明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

(1）期中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

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 ： 有

④  修正再表示 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 11,800,000株 24年3月期 11,800,000株

②  期末自己株式数 25年3月期 448株 24年3月期 448株

③  期中平均株式数 25年3月期 11,799,552株 24年3月期 11,799,612株

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 30,422 0.6 1,200 △25.1 1,167 △28.1 730 125.3

24年3月期 30,236 △1.1 1,602 △30.5 1,623 △30.9 324 △74.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年3月期 61 89 ―

24年3月期 27 47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 29,185 18,380 63.0 1,557 73

24年3月期 31,400 17,964 57.2 1,522 51

（参考）自己資本 25年3月期 18,380百万円 24年3月期 17,964百万円
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(1）経営成績に関する分析

（事業概要）

当連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで、以下当期という）における国内経済は、世界経済の

減速や長期化する円高の影響により、先行き不透明な状況で推移しましたが、昨年末の政権交代を機に円高・株安が

解消されつつあり、国内景気には回復の兆しが見え始めました。

ＩＴ関連市場においては、スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスの急速な普及とクラウドビジ

ネスの拡大が見られましたが、一方では企業のＩＴ投資の継続的な抑制・先送りやコスト削減要求が強く、当社グル

ープを取り巻く収益環境は依然として厳しい状況にありました。

このような状況のなかで当社グループは、多様化する顧客ニーズに対応し、高品質なサービスの提供と商談の掘り

起しをはかるとともに、新分野へも戦略的に参入し新規商談の獲得に努めました。その結果、売上高は30,467百万円

（前期比0.4％）となり前期を上回ることができました。

しかしながら利益面では、戦略的に新規商談の獲得に努めたことや顧客から厳しい値引き要求を受けたこと、また

一部に不採算プロジェクトが発生したこと、顧客から高い品質要求を受けたことなどにより原価率が上昇したため、

営業利益は1,213百万円（同25.0％減）、経常利益は1,176百万円（同28.0％減）となりました。当期純利益は730百

万円（同123.6%増）となり、税制改正に伴う繰延税金資産の取り崩しを行った前期と比較して大幅に増加しました。

 （単位：百万円）

１．経営成績・財政状態に関する分析

平成24年３月期 平成25年３月期 前期比

金 額 百分比 金 額 百分比 増減額 増減率

売上高 30,350 % 100.0 30,467 % 100.0 116 % 0.4

売上原価 25,599 % 84.3 26,346 % 86.5 747 % 2.9

売上総利益 4,751 % 15.7 4,120 % 13.5 △630 % △13.3

販売費及び一般管理費 3,132 % 10.4 2,906 % 9.5 △225 % △7.2

営業利益 1,619 % 5.3 1,213 % 4.0 △405 % △25.0

経常利益 1,635 % 5.4 1,176 % 3.9 △458 % △28.0

 特別損失 178 % 0.6 13 % 0.1 △165 % △92.4

税金等調整前当期純利益 1,456 % 4.8 1,163 % 3.8 △293 % △20.1

当期純利益 326 % 1.1 730 % 2.4 403 % 123.6
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（事業区分別の売上）

（単位：百万円）

※事業区分の見直しを行っており平成24年３月期の事業区分は組み替えています。

（単位：百万円）

※上記は全事業区分に含まれるスマートデバイス関連の売上高の総計です。

事業区分別の売上の概況は次のとおりです。

① 通信キャリアシステム

通信キャリアシステム分野では、大規模なＳＩ（システム・インテグレーション）案件が減少しましたが、既

存の基幹システムや顧客管理システムなどの開発案件に継続して取り組みました。通信キャリア向けには、ビリ

ング系のアプリケーション開発や、ネットワーク系の開発、業務系や情報系のＤＷＨ構築、ＣＷＨ構築、インフ

ラ基盤構築などを継続して提供しました。また、既存顧客においては新たな商談の掘り越しに努め、情報メディ

アや電力などの分野においては新規商談の獲得に努めました。その結果、売上高10,421百万円（前期比6.1%減）

と前期比で減少しました。

② 民需システム

民需システム分野では、製造業向けＰＬＭソリューションや建設業向けＥＲＰソリューション「CAP21」、医

療・製薬ソリューションなどの各種ソリューションを提供しました。また、ＳＡＰビジネスの体制を強化し積極

的にＳＡＰ関連商談の獲得に努めました。製造業向けには生産管理システム、情報管理システムなどの既存シス

テムの保守・改修を提供しました。富士通向けには社内システムの運用維持や工場系基幹システムなどを提供し

ました。しかしながら、富士通社内システム向けの開発案件が減少したことなどにより売上高は5,475百万円（同

11.5%減）と前期比で減少しました。

平成24年３月期 平成25年３月期
前期比

増減額 増減率

通信キャリアシステム 11,096 10,421 △674 % △6.1

民需システム 6,184 5,475 △708 % △11.5

公共・金融システム 4,296 4,498 201 % 4.7

エンベデッドシステム 5,033 5,993    960 % 19.1

サービス他 3,740 4,078 338 % 9.0

合 計 30,350 30,467 116 % 0.4

平成24年３月期 平成25年３月期
前期比

増減額 増減率

スマートデバイス 2,199 3,740 1,541 % 70.1
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③ 公共・金融システム

公共・金融システム分野では、官公庁向けに人事・給与システムやインフラ構築・運用支援などを提供して売

上が増加しました。また、証券業向けに運用維持業務、飲料・食品メーカー向けに基幹系システムやデータ活用

を行う情報系システム構築などが堅調に推移しました。その結果、売上高は4,498百万円（同4.7%増）と前期比で

増加しました。

④ エンベデッドシステム

エンベデッドシステム分野では、携帯端末開発関連が減少しましたが、次世代基地局や伝送装置関連の開発を

提供し、また、カーエレクトロニクス関連ではカーナビや制御システムの開発、並びにフォトイメージング関連

の開発を継続して提供しました。その結果、カーエレクトロニクス関連などが伸長したことにより売上高は5,993

百万円（同19.1%増）と前期比で増加しました。

⑤ サービス他

サービス等（スマートデバイスビジネスを含む）の分野では、データセンターによる運用監視などのアウトソ

ーシングサービスは堅調でしたが、人材派遣サービスは低調に推移しました。また、スマートデバイスビジネス

では、Ｗｅｂサイト構築やアプリと組み合わせた教育サイト構築などのサービスが堅調に推移し、セキュリティ

製品「FENCE」シリーズのパッケージ販売やサービスの提供が増加しました。その結果、売上高は4,078百万円

（同9.0%増）と前期比で増加しました。

（スマートデバイスビジネス）

スマートデバイス関連では、各種ソリューション提供によるＳＩ案件が増加したことや、セキュリティ製品

「FENCE」シリーズのパッケージ販売やサービス提供が堅調に推移したことなどにより、全事業区分を総計した売

上高が3,740百万円（同70.1%増）となり、前期比で大幅に増加しました。

（トピックス）

当社は、前期にはシステム機器の製造やユーザ側のニーズに係わるノウハウを吸収し、エンベデッドシステム

の品質向上に役立てるために、初めての試みとしてハードウェア製品「Solar Cubic（ソーラー・キュービック）

Ａ-1」を発売しました。

昨今、省エネ対策が注目されるなかで、オフィスや家庭における節電対策は大きな社会的関心事になっていま

す。そこで当期は、電気の可視化を実現し、電気製品の電気使用量、電気料金、ＣＯ２換算値だけでなく、周辺

の温度や湿度などを測定してパソコンで確認することができる製品「F-PLUG 115」（電源プラグ）を新たに発売

（平成24年12月）しました。

(2) 次期の見通し

今後とも当社グループを取り巻く経営環境は引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。このような情勢下

において、当社グループは、スマートデバイス（スマートフォンやタブレット）や、カーエレクトロニクスといった

新しい技術需要に的確に対応していくとともに、リスク管理の徹底と開発の効率化に努め、安定的な収益の確保をは

かってまいります。

次期の連結業績につきましては、売上高30,900百万円、営業利益1,400百万円、経常利益1,420百万円、当期純利益

760百万円を見込んでおります。

（平成26年３月期連結業績予想）

(注意事項)

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しており、実際の売上高及び利益は当該予想

と異なる場合がありますのでご承知おきください。また、個別業績予想については重要性が大きくないため記載を省

略しております。

第２四半期連結累計期間 通 期

売 上 高 14,800百万円 30,900百万円

営 業 利 益 500百万円 1,400百万円

経 常 利 益 500百万円 1,420百万円

当 期 純 利 益 310百万円 760百万円
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(3) 財政状態に関する分析

当連結会計年度末における総資産は、預け金、売掛債権等の減少により、前連結会計年度末に比べ2,102百万円減

少し、29,462百万円となりました。負債は2,537百万円減少し、11,003百万円となりました。これは主に退職給付信

託3,000百万円を設定したことに伴う退職給付引当金の減少によるものです。純資産は435百万円増加し18,459百万円

となり自己資本比率は62.4%、１株当たりの純資産は1,557円02銭となりました。

また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,497百万円増加し、9,996百万

円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,443百万円の減少（前期は522百万円の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益1,163百万円、売上債権の減少554百万円があった一方、退職給付信託の設定の影響

等による退職給付引当金の減少2,647百万円があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、5,253百万円の増加（前期は3,132百万円の増加）となりました。これは

主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金を5,500百万円払い戻したことによ

るものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資としております。）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いを行ったことにより323百万円の減少（前期は324百万円

の減少）となりました。

（キャッシュ・フローの状況） （単位：百万円）

（参考指標）

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

（注1）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに算出しています。

（注2）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、算定の基礎とな

る期末有利子負債が発生していないため記載しておりません。

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への安定的な利益還元と、将来の事業展開及び財務基盤の安定・強化のための内部留保の充実

を総合的に勘案しつつ利益配分を決定することを基本方針としております。

当期の配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えするため、１株当たりの期末配当金13円50銭を維持する

ことといたしました。これにより、第２四半期配当13円50銭とあわせた１株当たり年間配当金は27円となる見込みで

あります。

また、次期の１株当たり配当金は、第２四半期配当13円50銭、期末配当13円50銭の年間27円を予定しております。

平成24年３月期 平成25年３月期

営業キャッシュ・フロー △522 △1,443

投資キャッシュ・フロー 3,132 5,253

財務キャッシュ・フロー △324 △323

現金及び現金同等物の期末残高 6,499 9,996

平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 %56.9 %62.4

時価ベースの自己資本比率 %28.4 %30.6
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(5) 事業等のリスク

当社グループの事業等に関連するリスクとして投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な

ものとしては、以下のものがあります。当社グループは、これらのリスクを十分に認識したうえで、発生の予防・回

避及び発生時の対応に 大限の努力をしてまいります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。 

① 特定の取引先への依存度が高いことについて

当社グループは、富士通株式会社及び富士通グループ会社（以下、富士通グループ）に対する売上の割合が高

く、当連結会計年度の売上割合は69.0％となっております。当社グループは、富士通グループと緊密な連携のも

と事業を推進しておりますが、富士通グループにおいて大幅な事業方針の変更等が生じた場合には、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 (単位：百万円)

② 競合について

現在、国内におけるＩＴ業界は厳しい競合状況にあり、大小のシステムインテグレーターが各々得意とする業

務分野や産業を中心に事業活動を展開しております。当社グループは、長年にわたり蓄積された技術やノウハウ

と営業基盤を背景に、競合他社との差別化や競争力の強化をはかっておりますが、将来的に当社グループの取引

先に対して競合会社が参入してこないという保証はなく、企業規模・技術力・営業力等において当社グループよ

り強力な競合会社が参入してきた場合には、既存の受注量の確保が困難となり、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

③ 法的規制等について

当社グループは、環境関連規制をはじめ、法的規制や知的財産に係わる紛争等の影響を受ける可能性がありま

す。当社グループとしては、法的手続きによる権利の保全に万全を期しておりますが、将来的に現在予期し得な

いリスクが顕在化する場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

④ 開発技術者について

今後の当社グループの業容拡大には、高度で専門的な技術レベルと豊富な経験を有する開発技術者を、継続的

に相当数確保する必要があります。しかしながら、現在、先進的な技術を有する開発技術者を巡る企業間の獲得

競争は激しさを増しており、将来的に当社が必要とする技術水準を有する開発技術者の充分な確保が困難となる

可能性があります。今後、計画どおり必要な開発技術者を確保できない場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

⑤ プロジェクト管理について

多種多様のプロジェクトを進めていくうえで、技術の高度化や頻繁な仕様変更等により想定以上に開発コスト

が増加した場合、プロジェクトの採算性が悪化する可能性があります。当社グループは、全社的なプロジェクト

マネジメントの管理組織としてＰＡ（プロジェクト・アシュアランス）会を設置し受注条件の精査やプロジェク

トの採算割れの発生防止、不具合の早期発見のための対応を強化しております。しかし、それでも不採算プロジ

ェクトの発生を完全には防止できない可能性があります。

平成24年３月期 平成25年３月期

売上金額 百分比 売上金額 百分比

富士通株式会社 14,100 %46.5 14,739 %48.4

富士通グループ会社 6,249 %20.6 6,288 %20.6

小 計 20,350 %67.0 21,027 %69.0

その他の顧客 10,000 %33.0 9,440 %31.0

合 計 30,350 %100.0 30,467 %100.0
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⑥ 情報セキュリティについて

当社グループは、業務遂行上やむを得ず顧客が保有するさまざまな機密情報を取り扱う機会があります。社内

にセキュリティ委員会を設置するほか、規程・ガイドラインの整備、社員教育の徹底、ノートパソコンなど持出

し可能な情報機器を中心としたデータ暗号化の実施、メール送信時の添付ファイルの自動暗号化の実施等、さま

ざまな機密情報の漏洩防止策を講じております。しかし、不測の事態等によりこれらの情報が外部に漏洩した場

合には、信用の低下等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 投融資について

当社グループは、効率的な業容の拡大、新規分野への事業展開等の実現のため、アライアンス、Ｍ＆Ａといっ

た戦略的投融資を検討してまいります。投融資の実施にあたっては、個々の投融資案件ごとにそのリスクとリタ

ーンを充分に評価検討のうえ実施してまいりますが、期待どおりの効果を生まない場合があり、その場合には、

当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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当社グループは、当社及び連結子会社１社より構成されており、通信キャリアシステム、民需システム、公共・金

融システム、エンベデッドシステム等の各種ソフトウェア開発及びソフトウェアサービス、パッケージ販売等を主な事

業として行っております。

当社の連結子会社には、ソフトウェア開発を主な事業とする北京思元軟件有限公司（中国北京市）があります。当

社は、ソフトウェア開発業務の一部を北京思元軟件有限公司に委託しております。

また、当社は親会社である富士通株式会社にソフトウェア開発及びサービス等のソフトウェア製品を提供すると共

に、富士通株式会社から主にシステム機器等を仕入れております。

当社の事業の系統図は次のとおりであります。

＜事業の系統図＞

２．企業集団の状況
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   (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、設立以来半世紀にわたり、システムインテグレーターとして歩み続けてまいりました。通信キ

ャリア等への大規模システムや民間・金融・官公庁への各種業務システム、システム機器へ搭載するエンベデッド

システム等、社会のさまざまなビジネスフィールドに高品質のシステムを提供してまいりました。現在、ＩＴ業界

はスマートデバイスやクラウドコンピューティングなどの新たな技術の台頭により、まさにパラダイムシフトが起

こりつつあります。当社グループは、システム開発によって培ってきた技術・ノウハウをベースに、常に先進的か

つ独自の技術へのこだわりを持ち続け、他に真似の出来ない高品質かつユニークなシステムを提供してまいりま

す。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、事業の発展を通じて企業価値を安定的に成長させていくことを目標としており、営業利益等の 

利益の確保と利益率の向上を重要な経営指標として認識しております。今後とも、経営基盤の強化と効率化の追求

により、安定的な収益を確保し企業価値を高めてまいります。

   (3) 中長期的な会社の経営戦略

ＩＴ業界におきましては、国内景気に回復の兆しが見えつつあるとはいえ、企業の情報化投資は不透明な状況に

あります。このような状況下において、当社グループは情報通信分野をはじめ、製造、流通、金融、建設等といっ

た各種産業、公共分野等、社会のさまざまなフィールドで蓄積してきた技術とノウハウをベースに、当社グループ

の基盤であるＳＩビジネスでの着実な売上の確保に努め、経営基盤の強化を推進してまいります。さらに、セキュ

リティ、エンベデッドシステム、スマートデバイスといった特色ある技術にこだわり、イノベーションの実現をめ

ざすとともに、中国子会社を軸としたグローバルなビジネスを展開してまいります。

また、プロジェクトマネジメントの強化によるリスク管理の徹底と不採算プロジェクトの発生防止に努め、開発

技術の標準化と効率化をはかり、開発案件の安定的な開発とコストダウンの推進に努めてまいります。

(4)  会社の対処すべき課題

当社グループでは、引き続き次のような課題を認識し、その克服に継続的に取り組んでまいります。

①売上の拡大、営業利益の確保及びコストダウンの推進

既存顧客の新規商談の掘り起しや、新たなビジネス分野へのチャレンジによる商談獲得に努めながら、既存案

件の維持管理・運用支援などを継続的安定的に提供し、売上の拡大に努めます。また中国子会社の有効活用によ

るオフショア開発や、国内パートナーとの連携によるニアショア開発を推進し、開発原価の抑制に努め、収益確

保に努めてまいります。

②プロジェクト管理の強化と品質の向上

プロジェクトの進捗管理を徹底するとともに、アシュアランス機能を強化し、適正なプロジェクトマネジメン

トの維持と推進に取り組み不採算案件の抑止と撲滅に努めます。

また開発技術の標準化と生産性の向上による開発の効率化と、開発製品の品質向上を追求いたします。

③プロジェクトマネージャー及び技術者の育成

ビジネス分野が広がるにつれて、新規商談にも対応できるプロジェクトマネージャー、ＩＴ技術の進歩に対応

できる資質・能力を持つ技術者及び専門性の高い技術者の育成が急務となっており、これら人材の育成にも努め

てまいります。

３．経営方針
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 899 696

預け金 11,100 9,300

受取手形及び売掛金 11,675 11,131

たな卸資産 ※1  745 ※1  1,190

繰延税金資産 755 740

その他 385 432

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,560 23,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2  595 ※2  621

車両運搬具（純額） ※2  0 ※2  1

工具、器具及び備品（純額） ※2  132 ※2  111

土地 1,268 1,268

有形固定資産合計 1,998 2,003

無形固定資産

ソフトウエア 578 387

その他 24 23

無形固定資産合計 602 410

投資その他の資産

投資有価証券 ※3  59 ※3  67

従業員に対する長期貸付金 17 9

破産更生債権等 56 56

繰延税金資産 2,973 3,139

その他 357 339

貸倒引当金 △61 △56

投資その他の資産合計 3,404 3,556

固定資産合計 6,004 5,971

資産合計 31,565 29,462

負債の部

流動負債

買掛金 1,841 1,944

未払費用 2,033 2,039

未払法人税等 368 302

役員賞与引当金 8 7

受注損失引当金 － 144

その他 1,168 1,061

流動負債合計 5,420 5,500

固定負債

退職給付引当金 7,886 5,238

役員退職慰労引当金 59 85

資産除去債務 163 166

その他 11 12

固定負債合計 8,120 5,503

負債合計 13,541 11,003
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,977 13,387

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,959 18,369

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 4

為替換算調整勘定 △12 △1

その他の包括利益累計額合計 △12 2

少数株主持分 77 87

純資産合計 18,023 18,459

負債純資産合計 31,565 29,462
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
（連結損益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 30,350 30,467

売上原価 25,599 26,346

売上総利益 4,751 4,120

販売費及び一般管理費 ※  3,132 ※  2,906

営業利益 1,619 1,213

営業外収益

受取利息 20 10

受取配当金 0 6

保険事務手数料 9 9

その他 1 8

営業外収益合計 30 34

営業外費用

和解金 － 36

為替差損 3 29

従業員等見舞金 5 －

その他 4 5

営業外費用合計 14 71

経常利益 1,635 1,176

特別損失

退職給付制度改定損 － 13

厚生年金基金脱退損失 178 －

特別損失合計 178 13

税金等調整前当期純利益 1,456 1,163

法人税、住民税及び事業税 764 581

法人税等調整額 361 △153

法人税等合計 1,125 427

少数株主損益調整前当期純利益 330 735

少数株主利益 4 5

当期純利益 326 730
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（連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 330 735

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 3

為替換算調整勘定 △4 21

その他の包括利益合計 △4 25

包括利益 326 760

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 324 745

少数株主に係る包括利益 1 15
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,970 1,970

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970 1,970

資本剰余金

当期首残高 3,012 3,012

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

利益剰余金

当期首残高 12,970 12,977

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 326 730

その他 △2 △1

当期変動額合計 6 410

当期末残高 12,977 13,387

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 17,953 17,959

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 326 730

自己株式の取得 △0 －

その他 △2 △1

当期変動額合計 6 410

当期末残高 17,959 18,369
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △0 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 3

当期変動額合計 0 3

当期末残高 0 4

為替換算調整勘定

当期首残高 △10 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 10

当期変動額合計 △2 10

当期末残高 △12 △1

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △10 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 14

当期変動額合計 △1 14

当期末残高 △12 2

少数株主持分

当期首残高 79 77

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 10

当期変動額合計 △2 10

当期末残高 77 87

純資産合計

当期首残高 18,022 18,023

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 326 730

自己株式の取得 △0 －

その他 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 24

当期変動額合計 1 435

当期末残高 18,023 18,459
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,456 1,163

減価償却費 438 452

退職給付引当金の増減額（△は減少） 448 △2,647

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 144

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 25

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △0

受取利息及び受取配当金 △20 △16

売上債権の増減額（△は増加） △1,545 554

たな卸資産の増減額（△は増加） △276 △433

仕入債務の増減額（△は減少） 196 117

その他 △75 △167

小計 578 △809

利息及び配当金の受取額 20 16

法人税等の支払額 △1,121 △650

営業活動によるキャッシュ・フロー △522 △1,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の払戻による収入 3,500 5,500

有形固定資産の取得による支出 △67 △99

無形固定資産の取得による支出 △277 △158

その他 △22 11

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,132 5,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △317 △319

少数株主への配当金の支払額 △7 △4

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △324 △323

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,286 3,497

現金及び現金同等物の期首残高 4,212 6,499

現金及び現金同等物の期末残高 ※  6,499 ※  9,996

(株)富士通ビー・エス・シー(4793)平成25年3月期　決算短信

16



該当事項はありません。

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当連結会計年度の損益への影響は軽微であります。

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

※３ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

（５）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）

（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）

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

商品及び製品 百万円45 百万円51

仕掛品 699 1,138

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

百万円2,099 百万円2,183

前連結会計年度
（平成24年３月31日）

当連結会計年度
（平成25年３月31日）

投資有価証券（株式） 百万円28 百万円28

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

従業員給与 百万円1,046 百万円1,013

従業員賞与 333 292
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前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加71株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 11,800,000 － － 11,800,000

合計 11,800,000 － － 11,800,000

自己株式

普通株式 （注） 377 71 － 448

合計 377 71 － 448

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 159 13.5 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年10月21日

取締役会
普通株式 159 13.5 平成23年９月30日 平成23年11月25日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 159 利益剰余金 13.5 平成24年３月31日 平成24年６月27日

(株)富士通ビー・エス・シー(4793)平成25年3月期　決算短信

18



当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

当連結グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業活動

を営んでいるため、該当事項はありません。

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 11,800,000 － － 11,800,000

合計 11,800,000 － － 11,800,000

自己株式

普通株式 （注） 448 － － 448

合計 448 － － 448

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 159 13.5 平成24年３月31日 平成24年６月27日

平成24年10月26日

取締役会
普通株式 159 13.5 平成24年９月30日 平成24年11月27日

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 159 利益剰余金 13.5 平成25年３月31日 平成25年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 899百万円 696百万円

預け金勘定 11,100 9,300

預入期間が３か月を超える預け金 △5,500 －

現金及び現金同等物 6,499 9,996

（セグメント情報）

セグメント情報
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（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 円 銭1,520 97 円 銭1,557 2

１株当たり当期純利益 円 銭27 68 円 銭61 90

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

同左

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益（百万円） 326 730

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 326 730

期中平均株式数（株） 11,799,612 11,799,552

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 778 583

預け金 11,100 9,300

受取手形 2 14

売掛金 11,661 11,131

たな卸資産 685 1,037

前渡金 137 154

前払費用 180 190

繰延税金資産 754 738

その他 51 75

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 25,351 23,225

固定資産

有形固定資産

建物 2,030 2,032

減価償却累計額 △1,437 △1,482

建物（純額） 593 549

構築物 30 30

減価償却累計額 △29 △29

構築物（純額） 1 0

工具、器具及び備品 683 672

減価償却累計額 △585 △591

工具、器具及び備品（純額） 97 81

土地 1,268 1,268

有形固定資産合計 1,960 1,900

無形固定資産

ソフトウエア 577 386

電話加入権 23 23

その他 0 0

無形固定資産合計 601 410

投資その他の資産

投資有価証券 31 38

関係会社株式 123 123

従業員に対する長期貸付金 17 9

破産更生債権等 56 56

差入保証金 336 332

繰延税金資産 2,973 3,139

その他 9 5

貸倒引当金 △61 △56

投資その他の資産合計 3,486 3,649

固定資産合計 6,048 5,960

資産合計 31,400 29,185
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,942 1,985

未払金 376 192

未払費用 2,033 2,039

未払法人税等 364 300

未払消費税等 393 419

前受金 110 123

預り金 96 101

役員賞与引当金 8 7

受注損失引当金 － 144

流動負債合計 5,325 5,314

固定負債

退職給付引当金 7,886 5,238

役員退職慰労引当金 59 85

資産除去債務 163 166

固定負債合計 8,109 5,490

負債合計 13,435 10,805

純資産の部

株主資本

資本金 1,970 1,970

資本剰余金

資本準備金 3,012 3,012

資本剰余金合計 3,012 3,012

利益剰余金

利益準備金 86 86

その他利益剰余金

特別償却準備金 0 －

別途積立金 8,735 8,735

繰越利益剰余金 4,160 4,572

利益剰余金合計 12,982 13,394

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,964 18,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 4

評価・換算差額等合計 0 4

純資産合計 17,964 18,380

負債純資産合計 31,400 29,185
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（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 30,236 30,422

売上原価 25,558 26,376

売上総利益 4,678 4,045

販売費及び一般管理費 3,076 2,844

営業利益 1,602 1,200

営業外収益

受取利息 19 10

受取配当金 4 12

保険事務手数料 9 9

雑収入 0 2

営業外収益合計 34 33

営業外費用

和解金 － 36

為替差損 3 25

従業員等見舞金 5 －

雑支出 4 4

営業外費用合計 13 66

経常利益 1,623 1,167

特別損失

退職給付制度改定損 － 13

厚生年金基金脱退損失 178 －

特別損失合計 178 13

税引前当期純利益 1,444 1,154

法人税、住民税及び事業税 759 576

法人税等調整額 361 △152

法人税等合計 1,120 423

当期純利益 324 730
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 1,970 1,970

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970 1,970

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,012 3,012

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

資本剰余金合計

当期首残高 3,012 3,012

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 86 86

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 86 86

その他利益剰余金

特別償却準備金

当期首残高 0 0

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

別途積立金

当期首残高 8,735 8,735

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,735 8,735

繰越利益剰余金

当期首残高 4,155 4,160

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

特別償却準備金の取崩 0 0

当期純利益 324 730

当期変動額合計 5 411

当期末残高 4,160 4,572

利益剰余金合計

当期首残高 12,976 12,982

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 324 730

当期変動額合計 5 411

当期末残高 12,982 13,394
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

当期首残高 17,959 17,964

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 324 730

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 5 411

当期末残高 17,964 18,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △0 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 3

当期変動額合計 0 3

当期末残高 0 4

評価・換算差額等合計

当期首残高 △0 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 3

当期変動額合計 0 3

当期末残高 0 4

純資産合計

当期首残高 17,958 17,964

当期変動額

剰余金の配当 △318 △318

当期純利益 324 730

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 3

当期変動額合計 6 415

当期末残高 17,964 18,380
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該当事項はありません。

(1）役員の異動

決算短信発表日（平成25年4月24日）現在、未定であります。

(4）個別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）

６．その他
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