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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 18,315 9.7 758 6.2 832 4.2 412 90.4
24年３月期 16,697 1.1 713 △26.8 799 △29.2 216 △55.1

(注) 包括利益 25年３月期 1,144百万円( 285.8％) 24年３月期 296百万円(△60.4％)

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 49.63 49.54 4.4 5.7 4.1
24年３月期 25.90 25.85 2.5 6.1 4.3

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 △3百万円 24年３月期 △2百万円

（２）連結財政状態

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 15,737 10,159 62.4 1,180.82
24年３月期 13,233 8,831 66.7 1,061.23

(参考) 自己資本 25年３月期 9,825百万円 24年３月期 8,827百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
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 178 △1 △572 4,007
24年３月期 793 △249 △257 4,403

２．配当の状況

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00 149 69.5 1.7
25年３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 166 40.3 1.8

26年３月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 38.7

 

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）

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) 8,700 △0.9 300 △30.4 330 △32.3 150 △15.1 18.03
通 期 18,700 2.1 850 12.1 900 8.1 430 4.1 51.68



 

 

   

   

   

 
(注)当連結会計年度より、減価償却方法の変更を行っており、「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」に該当しております。詳細は20ページ「３．連結財務諸表（５）

連結財務諸表に関する注記事項」をご覧下さい。 

  
  

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 
   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（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) ： 有

  新規 １社 (社名)カゴヤ・ジャパン株式会社 、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

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

（３）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) 25年３月期 9,008,560株 24年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 25年３月期 687,903株 24年３月期 690,503株

③ 期中平均株式数 25年３月期 8,319,790株 24年３月期 8,374,317株

(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）
（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 10,339 1.1 △105 △388.4 455 △38.7 135 △66.3
24年３月期 10,225 4.6 36 △86.3 743 △11.0 401 37.4

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

円 銭 円 銭

25年３月期 16.30 16.27
24年３月期 47.99 47.89

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 12,437 9,361 75.3 1,125.05
24年３月期 11,662 8,713 74.7 1,047.49

(参考) 自己資本 25年３月期 9,361百万円 24年３月期 8,713百万円

※ 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を実施中です。

※ 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主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「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関す
る分析」をご覧ください。
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災以降の復興需要等を背景に一時回復の動きが

見られたものの、その後の世界経済の低迷や円高の長期化、近隣諸国との外交問題等の影響により、

先行き不透明な状況が続きました。しかしながら、昨年末に誕生した新政権によるデフレ脱却政策

や、今年３月に発足した日銀新体制への期待から円安、株高が進行しており、今後の景気回復に向け

た期待感が高まっております。 

当情報サービス業界におきましては、製造業を中心とする国内企業の情報設備投資に着実な回復の

兆しが見られます。またクラウドコンピューティングに代表される、情報システムの「所有」から

「利用」への変化や、スマートフォン、タブレット端末等のスマートデバイスの急速な普及、またビ

ッグデータ活用等の新たな分野の成長を背景として、今後の市場拡大が期待されております。 

このような経営環境において、当社グループは全社基本方針として前期と同様に「原点回帰」を掲

げ、昨年３月に発表いたしました中期経営計画「Rising to the Future」のもと、人材力の強化を図

り、ストックビジネスの拡大と新規ビジネスの開拓を目指して今期の事業をスタートいたしました。

昨年４月にはカゴヤ・ジャパン株式会社を連結子会社化し、データセンター事業との融合による新た

なサービス事業の確立に向けた取り組みを開始するなど、更なるグループシナジーの強化に向けた事

業活動を展開しております。 

業績面につきましては、一部の大型案件の終了や既存顧客の受注縮小があったものの、ソフトウェ

ア開発事業における金融、証券、物流業向け案件や、前期より本格展開しておりますソリューション

ビジネスの伸張、また情報処理サービス事業における既存顧客開拓や新規サービス開始による受注

増、並びに昨年４月に連結子会社となったカゴヤ・ジャパン株式会社の業績寄与により、売上高183

億15百万円（前年同期比9.7％増）となりました。 

利益面につきましては、ソフトウェア開発事業において発生した一部不採算プロジェクトや、半導

体関連事業の利益減の影響はあったものの、情報処理サービス事業の増収増益に伴う売上総利益の増

加及び販管費等のコスト抑制により、営業利益７億58百万円（前年同期比6.2％増）、経常利益８億

32百万円（前年同期比4.2％増）、当期純利益４億12百万円（前年同期比90.4％増）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

・ソフトウェア開発事業は、一部の大型案件の終了や既存顧客の受注縮小があったものの、金融、証

券、物流業向け案件の増加や、医療、モバイル関連を初めとするソリューションビジネスの伸張等

より、売上高は100億５百万円（前年同期比3.4％増）となりました。しかしながら、セグメント利

益（営業利益）につきましては、一部不採算プロジェクトの影響により２億36百万円の損失（前年

同期は１億82百万円の損失）となりました。 

  

・情報処理サービス事業は、一部の既存顧客における受注案件はやや減少したものの、新規顧客の開

拓や新規サービスとして開始したリモート運用サービスによる受注増、また昨年４月に連結子会社

となったカゴヤ・ジャパン株式会社の業績寄与により、売上高は56億５百万円（前年同期比34.2％

増）、セグメント利益（営業利益）は８億15百万円（前年同期比18.0％増）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業においてエネルギー関

連、ＦＡ関連といった新規分野の受注が増加したものの、通信関連を初めとする既存分野及び半導

体関連事業の受注が減少したことにより、売上高は27億４百万円（前年同期比4.7％減）となりま

した。利益面につきましても、受注減に伴う稼働率の低下やオフショア案件の縮小に加え、事業基

盤の強化に向けた新卒採用により、労務費・教育研修費等の経費が増加した結果、セグメント利益

（営業利益）は１億78百万円（前年同期比12.5％減）となりました。 

  

②次期の見通し 

国内経済の景気回復に向けた期待感が高まる中、当情報サービス業界におきましても、製造業をは

じめとする企業の情報設備投資に回復の兆しが見られます。しかしながら、その一方では技術革新の

更なるスピード化や顧客ニーズの多様化、またそれに伴うプロジェクトの複雑化により、今まで以上

に競争が激化することが予想されます。このような経営環境におきまして、中期経営計画「Rising 

to the Future」の２年目となる次期につきましても、引き続き人材力の強化を図るとともに、後述

の「２．経営方針 （４）会社の対処すべき課題」にも記載のとおり、全社一丸となって不採算プロ

ジェクトの早期発見と撲滅に取り組み、更なるストックビジネスの拡大と新規ビジネスの開拓を軸と

した事業戦略を推進してまいります。 

次期（平成26年３月期）の見通しにつきましては、売上高187億円（前年同期比2.1％増）、営業利

益８億50百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益９億円（前年同期比8.1％増）、当期純利益４億

30百万円（前年同期比4.1％増）を見込んでおります。 

  

（注）上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいておりま

す。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は種々の要素によりこれらの

業績見通しとは異なる場合があります。 
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①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は157億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億４百万円増加い

たしました。 

流動資産は88億71百万円となり、５億59百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が３

億96百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が３億90百万円、仕掛品が５億17百万円増加したこ

と等によるものであります。 

固定資産は68億65百万円となり、19億45百万円増加いたしました。 

有形固定資産は29億23百万円となり、13億78百万円増加いたしました。主な要因は、連結子会社の

増加及び設備投資等により建物及び構築物(純額)が３億87百万円、工具、器具及び備品(純額)が２億

12百万円、リース資産(純額)が６億４百万円増加したこと等によるものであります。 

無形固定資産は４億85百万円となり、１億90百万円増加いたしました。主な要因は、連結子会社の

のれんが２億31百万円増加したこと等によるものであります。 

投資その他の資産は34億56百万円となり、３億76百万円増加いたしました。主な要因は、敷金及び

保証金が１億27百万円、繰延税金資産が２億49百万円減少したものの、投資有価証券が７億20百万円

増加したこと等によるものであります。  

当連結会計年度末の負債合計は55億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加い

たしました。 

流動負債は29億78百万円となり、１億53百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛

金が３億７百万円減少したものの、賞与引当金が１億２百万円、連結子会社の増加等により１年内返

済予定長期借入金が１億25百万円、リース債務が２億24百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

固定負債は25億99百万円となり、10億23百万円増加いたしました。主な要因は、退職給付引当金が

２億53百万円、連結子会社の増加等により、長期借入金が２億４百万円、リース債務が４億47百万円

増加したこと等によるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は101億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億27百万円増加い

たしました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が６億70百万円、連結子会社の増加等により、

少数株主持分が３億30百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の66.7％から62.4％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキ

ャッシュ・フローが１億78百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが１百万円の支出、財

務活動によるキャッシュ・フローが５億72百万円の支出となったことにより、３億96百万円減少し、

当連結会計年度末の資金残高は40億７百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億78百万円の資金の増加となりました。 

これは主に、たな卸資産の増加による支出が５億47百万円、仕入債務の減少による支出が３億15百

万円あったものの、税金等調整前当期純利益が７億22百万円、退職給付引当金の増加額が２億49百万

円あったこと等によるものであります。 

また、前連結会計年度に比べ６億14百万円減少しておりますが、主にたな卸資産の増加による支出

が５億95百万円増加したこと等によるものであります。 

（２）財政状態に関する分析
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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、投資有価証券の売却による収入が３億77百万円あったものの、有形固定資産の取得に

よる支出が３億77百万円あったこと等によるものであります。 

また、前連結会計年度に比べ２億48百万円増加しておりますが、主に投資有価証券の売却による収

入が３億77百万円増加したこと等によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は５億72百万円の資金の減少となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出が２億59百万円、リース債務の返済による支出が２億10

百万円あったこと等によるものであります。 

また、前連結会計年度に比べ３億14百万円減少しておりますが、主に長期借入金の返済による支出

が２億59百万円増加したこと等によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
（注）１．各指標の算式は、以下の算式を使用しております。 

 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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象にし

ております。 

４．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(%) 65.1 69.4 66.9 66.7 62.4

時価ベースの自己資本比率
(%)

49.0 51.7 47.1 43.1 36.2

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%)

2.6 1.4 0.6 0.7 599.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

867.8 23,203.4 ― ― 6.8
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株主の皆様への「利益還元」、「安定配当」重視の姿勢を明確にするため、配当金額の業績との連動

性を高めるとともに、長期的な展望に立ち、内部留保の確保と今後の経営環境及び配当性向等を総合的

に勘案し、配当政策を進めてまいります。 

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本方針としており、具体的な株主還元に関

する基本方針は、次のとおりであります。 

①業績に連動した配当方針といたします。 

②連結配当性向30％を当面の目標といたします。 

③利益水準を勘案した上で、安定配当部分として、原則１株当たり 低年間12円を維持するものと

いたします。 

当事業年度の利益配当金は、中間配当として、１株当たり10円を実施いたしました。期末配当につき

ましては、株主の皆様への安定配当を重視するという、従来からの基本方針のもと、期初公表のとお

り、１株当たり10円、年間では20円の配当を実施させていただく予定であります。 

次期以降につきましても、上記の基本方針に基づき、利益配分をさせていただく予定であります。 

  

〔参考：平成25年３月期配当予想〕 

１株当たり配当金 

中間期末   10円 00銭 （普通配当 10円 00銭） 

期末※    10円 00銭 （普通配当 10円 00銭） 

年間     20円 00銭 （普通配当 20円 00銭） 

※期末の配当につきましては、平成25年６月に開催予定の第45回定時株主総会での決議を前提とし

ております。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、お客様にご提供するサービスの高品質化を図るとともに、社会基盤の形成に資する

事業活動を推進しつつ、事業生産性の向上を目指します。顧客志向をベースに、企業としての成長と利

益を従来以上に確実なものとし、株主・取引先・従業員・社会に対する責務を十分に果たしてゆくため

に、以下の企業理念のもと、事業に邁進してまいります。 

＜企業理念＞ 

『情報技術で未来を創造』 

・人にやさしく心あたたかな企業に 

・社会に親しまれ貢献する企業に 

  

当社グループは、「人材の育成・教育」を図ることで人材力を高め、基盤事業の強化と新規ビジネス

の展開を推進し、利益率及び生産性を向上することにより、企業価値を高めることを重要な経営指標と

しております。 

  

当社グループは、"競争力の源泉は人材である"という基本的な考えを再認識し、中期的な経営ビジョ

ンとして「人材力を高め、継続的に成長する価値創造企業となる」ことを掲げ、昨年３月に中期経営計

画「Rising to the Future」（2012年４月～2015年３月）を策定いたしました。 

「人材の育成・教育」による人材力の強化をベースとし、従来型ビジネス市場においては、顧客業務

に対する高い知識を有するスペシャリストを育成することにより市場競争を勝ち抜くことで、強固な事

業基盤を構築してまいります。一方、新規ビジネス市場におきましては、ソリューションの更なる拡

充、オフショアサービスの展開、Ｍ＆Ａの推進等により、新たなビジネス分野を開拓し、継続的に成長

してまいります。 

今後は、弛まない努力によって社員一人ひとりが自らの能力を向上させ、お客様に真に評価されるベ

ストパートナーとして、継続的に成長することにより、確固たる存在感を発揮する企業となることを目

指してまいります。 

  

当社グループを取り巻く経営環境は、国内経済の景気回復に向けた期待感が高まる中、製造業を中心

とする国内企業の情報設備投資に着実な回復の兆しが見られます。また、情報システムの活用形態の変

化や、スマートデバイスの急速な普及や新規分野の成長等を背景とした市場拡大が期待される中で、こ

れらの顧客ニーズの変化や技術革新への対応が、情報サービス業界における課題となっております。 

このような状況を踏まえ、当社グループは昨年３月に策定いたしました中期経営計画「Rising to 

the Future」のもと、継続的な成長を目指すために以下の施策を推進してまいります。 

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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①人材の育成・教育 

競争力の源泉は人材であると捉え、tdi人材開発センターを拠点として、充実した研修体制のもとで

計画的かつ継続的な人材の育成・教育を実施いたします。お客様への提案・販売力強化や技術スキル向

上のためのプログラムを充実させ、各分野でのスペシャリストの育成に努めてまいります。 

  

②不採算プロジェクトの早期発見と撲滅 

ここ数年における 重要課題である不採算プロジェクトについては、全社横断的なプロジェクト監理

体制を整備し、「当事者意識の強化」、「技術スキルの向上」、「検証プロセスの強化」、「アセット

の活用」等により、不採算プロジェクトの早期発見と撲滅を図ります。今後は、現場力を高め、生産性

の向上と利益率の更なる改善を目指してまいります。 

  

③基盤事業の強化 

顧客業務に対する高い知識を有するスペシャリストを育成することにより、市場競争を勝ち抜くため

の営業力を強化し、顧客ニーズに対する的確な企画・提案、ストックビジネスの拡大により、基盤事業

の強化を図ってまいります。 

  

④ソリューションビジネスの拡充 

顧客ニーズを的確に把握し、利用者の立場に立ち、付加価値の高い製品・サービスの提供を図ってま

いります。さらにお客様の課題を解決するための各種ソリューション提案を推し進めることで、新規顧

客の獲得及びソリューションビジネスの拡充を目指してまいります。 

  

⑤ビジネスのグローバル化 

昨年２月に中国に設立した子会社（大連特迪信息技術開発有限公司）をビジネスの核とし、オフショ

アサービスを積極的に展開するとともに、ビジネスエリアをグローバルに拡大していくことを目指して

まいります。 

  

⑥Ｍ＆Ａの積極的推進 

ソリューションメニューの更なる拡充と基盤事業強化及び新規事業への展開を図り、継続的な成長を

目指すために、戦略的なＭ＆Ａを積極的に推進してまいります。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 4,064,588 3,668,063

受取手形及び売掛金 2,891,131 3,281,926

有価証券 528,969 359,019

商品及び製品 11,755 7,894

仕掛品 127,484 645,375

原材料及び貯蔵品 6,600 48,796

繰延税金資産 403,363 538,076

その他 329,066 341,926

貸倒引当金 △50,459 △19,162

流動資産合計 8,312,500 8,871,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,713,743 2,231,014

減価償却累計額 △955,155 △1,081,468

減損損失累計額 － △3,257

建物及び構築物（純額） 758,587 1,146,289

工具、器具及び備品 567,365 972,067

減価償却累計額 △314,492 △506,035

減損損失累計額 － △294

工具、器具及び備品（純額） 252,873 465,738

土地 490,405 701,114

リース資産 11,432 1,037,362

減価償却累計額 △5,944 △426,910

リース資産（純額） 5,487 610,451

建設仮勘定 37,758 －

有形固定資産合計 1,545,113 2,923,593

無形固定資産   

ソフトウエア 271,973 237,954

のれん 15,032 246,409

その他 8,419 1,496

無形固定資産合計 295,426 485,860

投資その他の資産   

投資有価証券 1,869,824 2,590,429

長期貸付金 7,000 －

繰延税金資産 471,898 222,354

敷金及び保証金 485,964 358,885

保険積立金 77,280 124,076

その他 172,094 166,144
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(単位：千円)

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) 

貸倒引当金 △4,052 △5,427

投資その他の資産合計 3,080,010 3,456,462

固定資産合計 4,920,550 6,865,917

資産合計 13,233,051 15,737,832

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,073,770 766,200

1年内返済予定の長期借入金 － 125,272

1年内償還予定の社債 － 30,000

リース債務 2,743 226,967

未払金 188,399 200,201

未払費用 167,558 185,258

未払法人税等 293,536 256,898

未払消費税等 157,815 132,457

賞与引当金 613,797 716,114

工事損失引当金 － 65,006

事務所移転損失引当金 52,129 －

その他 275,048 274,199

流動負債合計 2,824,797 2,978,576

固定負債   

社債 － 35,000

長期借入金 － 204,451

リース債務 2,743 450,184

退職給付引当金 1,571,411 1,825,170

役員退職慰労引当金 － 82,375

長期未払金 1,610 1,610

その他 582 582

固定負債合計 1,576,348 2,599,373

負債合計 4,401,145 5,577,950

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,775,125

利益剰余金 6,046,440 6,372,940

自己株式 △510,320 △508,399

株主資本合計 9,195,030 9,521,533

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 308,192 978,710

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

為替換算調整勘定 － 801
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(単位：千円)

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) 

その他の包括利益累計額合計 △367,625 303,693

少数株主持分 4,500 334,654

純資産合計 8,831,905 10,159,882

負債純資産合計 13,233,051 15,737,832

情報技術開発（9638） 平成25年３月期 決算短信

11



（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：千円)

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 16,697,084 18,315,169

売上原価 13,380,289 14,502,523

売上総利益 3,316,795 3,812,646

販売費及び一般管理費 2,602,921 3,054,567

営業利益 713,873 758,079

営業外収益   

受取利息 7,770 4,759

受取配当金 19,667 27,863

有価証券売却益 － 37,468

不動産賃貸料 9,743 29,570

生命保険配当金 250 10,691

保険事務手数料 7,865 7,755

受取保険金 14,160 －

保険解約益 41,036 35,361

助成金収入 11,964 12,610

その他 11,194 7,754

営業外収益合計 123,653 173,834

営業外費用   

支払利息 － 26,399

有価証券売却損 － 17,704

持分法による投資損失 2,968 3,348

不動産賃貸費用 24,689 29,000

デリバティブ評価損 4,954 －

デリバティブ決済損 － 17,145

その他 5,740 5,622

営業外費用合計 38,353 99,219

経常利益 799,173 832,694

特別損失   

固定資産除売却損 7,390 2,396

減損損失 － 13,892

投資有価証券評価損 81,075 －

貸倒引当金繰入額 37,052 799

関係会社整理損 － 24,729

ゴルフ会員権評価損 6,185 1,120

事務所移転費用 52,129 30,337

退職給付費用 － 35,359

その他 － 1,750

特別損失合計 183,833 110,384

税金等調整前当期純利益 615,339 722,309

法人税、住民税及び事業税 429,302 404,202
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(単位：千円)

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) 

法人税等調整額 △30,862 △154,286

法人税等合計 398,439 249,916

少数株主損益調整前当期純利益 216,899 472,393

少数株主利益 － 59,487

当期純利益 216,899 412,905
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

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 216,899 472,393

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 79,647 670,517

為替換算調整勘定 － 1,144

その他の包括利益合計 79,647 671,662

包括利益 296,547 1,144,056

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 296,547 1,084,224

少数株主に係る包括利益 － 59,831
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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 1,881,867 1,881,867

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,881,867 1,881,867

資本剰余金   

当期首残高 1,777,043 1,777,043

当期変動額   

自己株式の処分 － △1,918

当期変動額合計 － △1,918

当期末残高 1,777,043 1,775,125

利益剰余金   

当期首残高 5,997,387 6,046,440

当期変動額   

剰余金の配当 △167,846 △158,069

当期純利益 216,899 412,905

連結範囲の変動 － 71,663

当期変動額合計 49,052 326,500

当期末残高 6,046,440 6,372,940

自己株式   

当期首残高 △416,316 △510,320

当期変動額   

自己株式の処分 － 1,921

自己株式の取得 △94,004 －

当期変動額合計 △94,004 1,921

当期末残高 △510,320 △508,399

株主資本合計   

当期首残高 9,239,982 9,195,030

当期変動額   

剰余金の配当 △167,846 △158,069

当期純利益 216,899 412,905

連結範囲の変動 － 71,663

自己株式の処分 － 2

自己株式の取得 △94,004 －

当期変動額合計 △44,951 326,502

当期末残高 9,195,030 9,521,533
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(単位：千円)

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 228,545 308,192

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,647 670,517

当期変動額合計 79,647 670,517

当期末残高 308,192 978,710

土地再評価差額金   

当期首残高 △675,817 △675,817

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △675,817 △675,817

為替換算調整勘定   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 801

当期変動額合計 － 801

当期末残高 － 801

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △447,272 △367,625

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,647 671,319

当期変動額合計 79,647 671,319

当期末残高 △367,625 303,693

少数株主持分   

当期首残高 － 4,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,500 330,154

当期変動額合計 4,500 330,154

当期末残高 4,500 334,654
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(単位：千円)

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) 

純資産合計   

当期首残高 8,792,709 8,831,905

当期変動額   

剰余金の配当 △167,846 △158,069

当期純利益 216,899 412,905

連結範囲の変動 － 71,663

自己株式の処分 － 2

自己株式の取得 △94,004 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84,147 1,001,474

当期変動額合計 39,195 1,327,976

当期末残高 8,831,905 10,159,882

情報技術開発（9638） 平成25年３月期 決算短信

17



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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 615,339 722,309

減価償却費 180,168 488,863

減損損失 － 13,892

のれん償却額 13,876 75,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,438 △5,962

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,916 88,678

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 65,006

事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） 52,129 △52,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 159,616 249,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 6,896

受取利息及び受取配当金 △27,437 △32,623

支払利息 － 26,399

有価証券売却損益（△は益） － △19,764

持分法による投資損益（△は益） 2,968 3,348

デリバティブ評価損益（△は益） 4,954 －

デリバティブ決済損益（△は益） － 17,145

保険解約損益（△は益） △41,036 △35,361

固定資産除売却損益（△は益） 7,390 2,396

投資有価証券評価損益（△は益） 81,075 －

関係会社整理損 － 24,729

ゴルフ会員権評価損 6,185 1,120

事務所移転費用 － 30,337

売上債権の増減額（△は増加） 172,952 △205,105

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,777 △547,740

仕入債務の増減額（△は減少） 241,597 △315,739

未払費用の増減額（△は減少） △15,385 17,700

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,739 △10,045

長期未払金の増減額（△は減少） △1,110 －

その他 93,836 29,373

小計 1,495,681 637,941

利息及び配当金の受取額 28,880 35,042

利息の支払額 － △26,408

法人税等の支払額 △731,554 △467,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 793,006 178,779
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(単位：千円)

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 170,000

有形固定資産の取得による支出 △127,510 △377,937

有形固定資産の売却による収入 240 －

無形固定資産の取得による支出 △76,588 △35,561

投資有価証券の取得による支出 △82,711 △81,928

投資有価証券の売却による収入 － 377,253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △204,310

貸付けによる支出 △10,000 △30,000

貸付金の回収による収入 730 13,230

敷金及び保証金の回収による収入 59,009 185,812

その他の支出 △65,736 △133,046

その他の収入 52,666 115,080

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,900 △1,407

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 40,000

短期借入金の返済による支出 － △80,000

長期借入れによる収入 － 125,000

長期借入金の返済による支出 － △259,844

社債の償還による支出 － △30,000

リース債務の返済による支出 △2,743 △210,419

自己株式の処分による収入 － 2

自己株式の取得による支出 △94,141 －

配当金の支払額 △165,058 △156,959

少数株主からの払込みによる収入 4,500 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,444 △572,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285,661 △393,703

現金及び現金同等物の期首残高 4,117,691 4,403,353

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △2,567

現金及び現金同等物の期末残高 4,403,353 4,007,082

情報技術開発（9638） 平成25年３月期 決算短信

19



該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

Ⅰ 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．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、顧客の情報システムに関するコンサルティング・設計からシステム開発、さらにシス

テム等の管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業及び組み込みソフトウェアの開発に関する

事業、並びに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業を営んでおります。 

  したがって、当社グループは、サービスの種類等を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「ソフトウェア開発」、「情報処理サービス」、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連」を報告

セグメントとしております。 

なお、各報告セグメントのサービスの種類等は以下のとおりであります。 

 
  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振

替高等は市場実勢価格に基づいております。 

  

（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である場合の注記)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(1) ソフトウェア開発 ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

(2) 情報処理サービス 顧客の情報システムの管理・運営サービス

(3) エンベデッド・ユビキタス 

  ／半導体関連

組み込み系ソフトウェア開発、半導体製品の設計・評価・解析 
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(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。 

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

Ⅱ 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．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、顧客の情報システムに関するコンサルティング・設計からシステム開発、さらにシス

テム等の管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業及び組み込みソフトウェアの開発に関する

事業、並びに半導体開発に関連した設計・評価・解析に関する事業を営んでおります。 

  したがって、当社グループは、サービスの種類等を基礎とした事業別のセグメントから構成されてお

り、「ソフトウェア開発」、「情報処理サービス」、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連」を報告

セグメントとしております。 

なお、各報告セグメントのサービスの種類等は以下のとおりであります。 

 
  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額 
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エンベデッ
ド・ユビキ 
タス／半導 
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 9,680,196 4,178,124 2,838,763 16,697,084 ─ 16,697,084

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

97,321 105,510 ─ 202,831 △202,831 ─

計 9,777,518 4,283,634 2,838,763 16,899,916 △202,831 16,697,084

セグメント利益 △182,086 690,690 204,409 713,013 859 713,873

セグメント資産 3,705,284 1,558,635 1,429,115 6,693,035 6,540,015 13,233,051

その他の項目

減価償却費 96,276 8,681 47,554 152,512 27,655 180,168

のれんの償却額 13,876 ― ― 13,876 ― 13,876

持分法適用会社への投資額 47,420 ― ― 47,420 ― 47,420

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

81,321 4,978 179,137 265,438 ― 265,438

(1) ソフトウェア開発 ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

(2) 情報処理サービス 顧客の情報システムの管理・運営サービス、データセンターサービス

(3) エンベデッド・ユビキタス 

  ／半導体関連

組み込み系ソフトウェア開発、半導体製品の設計・評価・解析 
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２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振

替高等は市場実勢価格に基づいております。 

なお、(会計上の見積りの変更と区別することが困難である場合の注記)に記載してあるとおり、当社及

び国内連結子会社は、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりますが、この変更によ

る影響は軽微であります。 

  

  

 
(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。 

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額 
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エンベデッ
ド・ユビキ 
タス／半導 
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 10,005,505 5,605,273 2,704,390 18,315,169 ― 18,315,169

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

68,559 184,236 1,933 254,729 △254,729 ―

計 10,074,064 5,789,510 2,706,324 18,569,899 △254,729 18,315,169

セグメント利益 △236,256 815,138 178,756 757,639 439 758,079

セグメント資産 4,348,401 3,751,434 1,479,964 9,579,800 6,158,031 15,737,832

その他の項目

減価償却費 143,639 237,008 87,945 468,594 20,269 488,863

のれんの償却額 13,876 61,313 ― 75,189 ― 75,189

持分法適用会社への投資額 42,571 ― ― ― ― 42,571

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

248,095 319,088 282,097 849,280 ― 849,280
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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．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産はないため、また、本邦以外の国又は地域への売上

高はないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

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．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の国又は地域への売上高が、連結損益計算書の売上高の金額の10％未満であるため、記

載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額

の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

(関連情報)

顧客名称 売上高 関連するセグメント名

パナソニック電工インフォメーショ
ンシステムズ㈱

2,193,652 ソフトウェア開発、情報処理サービス

顧客名称 売上高 関連するセグメント名

パナソニックインフォメーションシ
ステムズ㈱

2,141,669 ソフトウェア開発、情報処理サービス
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

 
  

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) 

  

 
  

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) 

該当事項はありません。 

  

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。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

ソフトウェア 
開発

情報処理
サービス

エンベデッ
ド・ユビキ 
タス／半導 
体関連

全社・消去 合計

減損損失 11,890 139 1,862 ― 13,892

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：千円)

ソフトウェア 
開発

情報処理
サービス

エンベデッド・ユ
ビキタス／半導 

体関連
全社・消去 合計

当期償却額 13,876 ― ― ― 13,876

当期末残高 15,032 ― ― ― 15,032

(単位：千円)

ソフトウェア 
開発

情報処理
サービス

エンベデッド・ユ
ビキタス／半導 

体関連
全社・消去 合計

当期償却額 13,876 61,313 ― ― 75,189

当期末残高 1,156 245,253 ― ― 246,409

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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 (注)１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、平成25年３月22日に公表しております。 

  

(１株当たり情報)

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 1,061.23円 １株当たり純資産額 1,180.82円

１株当たり当期純利益金額 25.90円 １株当たり当期純利益金額 49.63円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 25.85円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 49.54円

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株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 216,899 412,905

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 216,899 412,905

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,374 8,319

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(千株) 17 15

(うち新株予約権) (17) (15)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

────── ──────

項目
前連結会計年度末
(平成24年３月31日)

当連結会計年度末
(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 8,831,905 10,159,882

普通株式に係る純資産額(千円) 8,827,405 9,825,227

差額の主な内訳(千円)
4,500 334,654

  少数株主持分

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株) 8,318 8,320

(重要な後発事象)

４．その他

役員の異動
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