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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(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 ％

25年3月期第1四半期 2,278 1.7 47 △47.9 54 △45.1 30 △53.7

24年3月期第1四半期 2,241 5.8 91 ― 99 ― 65 ―

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

25年3月期第1四半期 3.89 ―

24年3月期第1四半期 8.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 7,519 5,900 78.5
24年3月期 7,805 5,999 76.9

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,900百万円 24年3月期  5,999百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（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

第2四半期(累計) 4,530 0.9 200 10.7 210 8.8 130 8.3 16.68
通期 9,200 2.3 510 28.3 530 26.3 320 36.5 41.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】P.２「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」をご覧ください。 

(2) 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】P.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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1Q 8,264,850 株 24年3月期 8,264,850 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 474,912 株 24年3月期 474,812 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,790,013 株 24年3月期1Q 7,792,792 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、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等については、【添付
資料】P.２「１.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（1）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復基調にあ

ったものの、欧州財政問題の長期化や円高・デフレ基調の継続等により、不安定な状態で推移しました。 

情報サービス産業におきましては、スマートフォン関連やクラウドサービス等の需要により、企業等の情報化

投資は一部で回復傾向にあるものの、全般的には抑制姿勢は継続しており、依然として厳しい経営環境にありま

す。 

このような情勢の下、当社では、引き続き一括アウトソーシングの推進強化に経営資源を集中するとともに、

顧客ニーズへの迅速な対応による案件獲得に注力し、技術者稼働率の向上と安定を図りました。一方、収益性に

おいては、案件ごとの採算性向上に努めたものの、顧客のコスト削減要請は根強く、前年比較では低下しまし

た。 

当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高2,278百万円（前年同期比1.7％増）、経常利益54百万円（前年同

期比45.1％減）、四半期純利益30百万円（前年同期比53.7％減）となりました。 

   

（2）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ285百万円減少し、7,519百万円となりまし

た。 

流動資産は252百万円減少し、5,361百万円となりました。主な要因は、現金及び預金208百万円の減少や売掛

金56百万円の減少によるものであります。固定資産は33百万円減少し、2,157百万円となりました。主な要因は、

投資有価証券12百万円の減少や敷金及び保証金12百万円の減少、前払年金費用10百万円の減少によるものであり

ます。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ186百万円減少し、1,618百万円となりまし

た。 

流動負債は150百万円減少し、1,540百万円となりました。主な要因は、預り金118百万円の増加があったもの

の、賞与引当金269百万円の減少があったことによるものであります。固定負債は前事業年度末に比べ36百万円減

少し、78百万円となりました。 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ98百万円減少し、5,900百万円となりま

した。主な要因は、四半期純利益30百万円の計上があったものの、配当金116百万円の支払いによる減少やその他

有価証券評価差額金12百万円の減少があったことによるものであります。 

   

（3）業績予想に関する定性的情報 

情報サービス産業におきましては、今後も企業等の情報化投資は慎重な姿勢が継続し、当社を取り巻く環境は

厳しいものと想定されますが、当第１四半期の売上高は、ほぼ計画通りに推移しており、平成24年４月27日発表

の第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

  

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の算定方法） 

税金費用については、当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も 

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。ただし、当該見積実効税率を用いて税 

金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。 

   

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。   

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
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３．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,305,630 3,096,733

売掛金 1,287,445 1,231,412

有価証券 700,450 700,360

前払費用 44,126 48,011

繰延税金資産 266,436 266,486

その他 9,929 18,554

流動資産合計 5,614,018 5,361,558

固定資産   

有形固定資産 79,553 77,142

無形固定資産 8,768 14,380

投資その他の資産   

投資有価証券 804,784 791,903

長期預金 500,000 500,000

賃貸不動産 106,706 105,876

敷金及び保証金 226,287 213,876

保険積立金 389,386 389,386

前払年金費用 64,122 53,444

繰延税金資産 4,907 5,193

その他 6,716 6,651

投資その他の資産合計 2,102,910 2,066,332

固定資産合計 2,191,233 2,157,855

資産合計 7,805,252 7,519,414
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 430,000 430,000

未払金 76,654 62,870

未払費用 385,752 428,878

未払法人税等 97,969 26,413

未払消費税等 71,825 94,865

預り金 31,304 149,557

賞与引当金 585,000 315,519

その他 12,796 32,475

流動負債合計 1,691,302 1,540,580

固定負債   

リース債務 3,382 3,210

役員退職慰労引当金 110,910 74,950

固定負債合計 114,292 78,160

負債合計 1,805,595 1,618,740

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

利益剰余金 5,097,897 5,011,401

自己株式 △355,263 △355,327

株主資本合計 6,100,512 6,013,952

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,089 △33,512

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △100,856 △113,279

純資産合計 5,999,656 5,900,673

負債純資産合計 7,805,252 7,519,414
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（2）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,241,444 2,278,846

売上原価 1,800,293 1,871,104

売上総利益 441,151 407,741

販売費及び一般管理費 350,003 360,239

営業利益 91,147 47,502

営業外収益   

受取利息 4,680 3,114

受取配当金 3,692 3,489

賃貸不動産収入 2,027 1,755

雑収入 1,217 1,981

営業外収益合計 11,618 10,340

営業外費用   

支払利息 1,573 1,575

賃貸不動産費用 1,996 1,791

営業外費用合計 3,570 3,366

経常利益 99,196 54,476

特別利益   

投資有価証券売却益 33,243 －

特別利益合計 33,243 －

特別損失   

投資有価証券売却損 27,680 －

特別損失合計 27,680 －

税引前四半期純利益 104,758 54,476

法人税等 39,195 24,122

四半期純利益 65,563 30,354
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該当事項はありません。 

  

当社の事業は、情報サービス事業並びにこれらの附帯業務の単一事業であります。したがいまして、開示対 

象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（3）継続企業の前提に関する注記

（4）セグメント情報等

（5）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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