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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年3月21日～平成25年6月20日） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 2,606 25.1 △193 ― △188 ― △132 ―
25年3月期第1四半期 2,082 △3.3 △163 ― △141 ― △67 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △125百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △65百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △7.36 ―
25年3月期第1四半期 △3.77 ―

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

26年3月期第1四半期 8,156 2,991 36.5 165.57
25年3月期 8,907 3,118 34.9 172.49
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,980百万円 25年3月期  3,104百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 3月21日～平成26年 3月20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) 6,570 2.3 100 146.5 100 24.4 60 4.8 3.33
通期 13,110 1.9 270 207.4 270 68.6 155 67.7 8.61



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。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） 

※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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

※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3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （３） 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

※  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） 26年3月期1Q 18,000,000 株 25年3月期 18,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 304 株 25年3月期 304 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 17,999,696 株 25年3月期1Q 17,999,696 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 平成26年３月期 第１四半期連結累計期間の概況 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産は持ち直しつつあり、輸出環境の改善を背景に

企業収益も改善に向かっております。 

  当社グループの属する情報サービス業界では、スマートフォンの普及により通信分野向けのソフトウェア開発

等が好調を維持しており、企業の情報関連投資も更新需要を中心として改善傾向にありますが、市場成長率は緩

やかで厳しい環境が続いております。 

  このような状況の中で、当社グループは2013年度から2015年度までの中期経営計画「Renaissance21（ルネッ

サンス21）」を策定し、そのスタートの年として事業構造改革に基づく戦略事業の強力な推進とコスト構造改革

の仕上げにより事業基盤を固め、成長プランが確実なものとなるように努めております。 

  当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は26億６百万円（対前年同四半期比25.1%増）となりましたが、

大型案件のコスト増により営業損失１億93百万円、経常損失１億88百万円、四半期純損失１億32百万円となりま

した。 

  

② 事業別の状況 

  当社グループは、当第１四半期連結会計期間から、従来の「プロダクト事業」のうち、情報通信機器の提供を

「組込制御ソリューション事業」に、インターネット・セキュリティ関連製品の提供を「医療・公益ソリューシ

ョン事業」に各々統合し、「ビジネス・ソリューション事業」、「組込制御ソリューション事業」、「医療・公

益ソリューション事業」の３事業に再編し、事業区分を変更しました。 

 具体的には、以下のとおりですが、前年同四半期との比較に関する事項は、前年同四半期の数値を変更後の事

業部門に組み替えて比較しております。 

  

〔ビジネス・ソリューション事業〕 

  当事業では、移動体通信事業者向けシステム構築や自動車等の製造業向けビジネスソリューションは低調でし

た。しかしながら、株式会社安川電機グループのＩＴインフラ整備・更新や非製造業向けのシステム開発の需要

が継続的にあり、堅調に推移しました。その結果、売上高は10億42百万円（前年同四半期比12.2%増）となりま

した。 

  

〔組込制御ソリューション事業〕 

  当事業では、メカトロ機器向け制御ソフトは前年同期に比べ増加しましたが、倉庫物流システムや産業機器組

込ソフトは低調でした。一方、官公需向け水処理電機品制御システムや医療機器向け組込ソフトは堅調に推移

し、Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）分野向けのシステム構築や情報機器販売が増加しました。その結果、売上高

は11億３百万円（同28.2%増）となりました。 

  

〔医療・公益ソリューション事業〕 

 当事業では、インターネット・セキュリティ関連製品の売上は前年同期に比べ減少しましたが、自治体向け情

報通信基盤構築や医療機関向けソリューションサービスは堅調に推移しました。また、健康保険者向けの大規模

システム構築の新規売上もありました。その結果、売上高は４億60百万円（同57.3%増）となりました。 

    

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産  

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は51億５百万円（前連結会計年度末比６億30百万円減）となりまし

た。これは、主として受取手形及び売掛金が14億12百万円減少したこと、現金及び預金が４億47百万円増加した

こと、仕掛品が２億90百万円増加したこと等によるものです。 

 固定資産は30億51百万円（同１億20百万円減）となりました。これは、主として前払年金費用の減少等により

投資その他の資産が95百万円減少したこと等によるものです。 

 この結果、資産合計は81億56百万円（同７億51百万円減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② 負債 

 当第１四半期連結会計期間末の流動負債は24億１百万円（同４億80百万円減）となりました。これは、主とし

て未払費用が２億91百万円減少したこと、未払金が１億38百万円減少したこと等によるものです。 

 固定負債は27億63百万円（同１億44百万円減）となりました。これは、主として長期未払金の減少等によりそ

の他が１億66百万円減少したこと等によるものです。 

 この結果、負債合計は51億64百万円（同６億24百万円減）となりました。 

  

③ 純資産 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は29億91百万円（同１億26百万円減）となりました。これは、主と

して利益剰余金が１億32百万円減少したこと等によるものです。 

  

④ キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より４億47百万円増加

し、19億91百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加２億99百万円、未

払費用の減少２億91百万円があったものの、売上債権の減少14億12百万円があったこと等により、４億43百

万円（前年同四半期比34百万円増）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得８百万円があっ

たものの、その他の収入17百万円があったこと等により、４百万円（同22百万円増）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済０

百万円等により、△０百万円（同０百万円増）となりました。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業績につ

きましても、現時点では、平成25年４月17日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 

  なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

   

   

（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） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年３月21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、この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

る影響額は軽微であります。  

   

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25年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,543,535 1,991,445

受取手形及び売掛金 2,928,125 1,516,075

商品及び製品 40,139 48,812

仕掛品 622,485 913,037

原材料及び貯蔵品 11,541 11,449

その他 590,970 625,448

貸倒引当金 △1,084 △964

流動資産合計 5,735,712 5,105,304

固定資産   

有形固定資産 694,121 685,193

無形固定資産 141,621 125,314

投資その他の資産   

前払年金費用 1,674,042 1,631,129

その他 662,395 609,771

投資その他の資産合計 2,336,438 2,240,900

固定資産合計 3,172,180 3,051,408

資産合計 8,907,893 8,156,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 361,342 335,826

未払金 1,018,510 880,235

未払費用 1,019,288 728,276

未払法人税等 136,902 6,212

役員賞与引当金 700 125

その他 345,863 451,204

流動負債合計 2,882,608 2,401,879

固定負債   

退職給付引当金 2,265,103 2,285,829

役員退職慰労引当金 22,454 23,854

その他 619,655 453,428

固定負債合計 2,907,212 2,763,112

負債合計 5,789,821 5,164,991

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,000 664,000

資本剰余金 318,000 318,000

利益剰余金 2,091,522 1,959,064

自己株式 △99 △99

株主資本合計 3,073,423 2,940,965

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,321 39,187

その他の包括利益累計額合計 31,321 39,187

少数株主持分 13,327 11,568

純資産合計 3,118,072 2,991,720

負債純資産合計 8,907,893 8,156,712
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

売上高 2,082,567 2,606,013

売上原価 1,765,333 2,264,386

売上総利益 317,233 341,626

販売費及び一般管理費 480,897 535,390

営業損失（△） △163,663 △193,763

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1,000 500

雇用助成金・奨励金 22,244 4,997

その他 47 1,028

営業外収益合計 23,292 6,526

営業外費用   

支払利息 39 54

売上債権売却損 557 558

売上割引 328 584

その他 71 175

営業外費用合計 995 1,373

経常損失（△） △141,367 △188,611

特別利益   

退職給付制度改定益 26,902 －

特別利益合計 26,902 －

特別損失   

投資有価証券評価損 3,223 －

固定資産除却損 － 2,514

特別損失合計 3,223 2,514

税金等調整前四半期純損失（△） △117,688 △191,125

法人税、住民税及び事業税 689 637

法人税等調整額 △50,419 △57,920

法人税等合計 △49,729 △57,283

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,958 △133,842

少数株主損失（△） △95 △1,384

四半期純損失（△） △67,863 △132,458
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,958 △133,842

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,370 7,851

その他の包括利益合計 2,370 7,851

四半期包括利益 △65,588 △125,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △65,494 △124,592

少数株主に係る四半期包括利益 △94 △1,399
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △117,688 △191,125

減価償却費 29,602 28,762

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,391 △120

前払年金費用の増減額（△は増加） △689,112 42,913

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △175 △575

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,437 20,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △52,650 1,400

受取利息及び受取配当金 △1,000 △500

支払利息 39 54

固定資産除却損 － 2,514

投資有価証券評価損益（△は益） 3,223 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,305,154 1,412,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △246,774 △299,132

仕入債務の増減額（△は減少） △207,346 △25,516

未払金の増減額（△は減少） △32,326 △131,349

未払費用の増減額（△は減少） △383,765 △291,012

長期未払金の増減額（△は減少） 554,170 △172,560

その他 229,542 170,211

小計 419,938 566,740

利息及び配当金の受取額 1,000 500

利息の支払額 △39 △54

法人税等の支払額 △11,891 △123,530

法人税等の還付額 － 15

営業活動によるキャッシュ・フロー 409,007 443,670

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,152 △8,175

無形固定資産の取得による支出 △15,992 △4,794

その他 3,507 17,925

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,637 4,956

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △357 △357

配当金の支払額 △3 －

少数株主への配当金の支払額 △360 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー △720 △717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,649 447,909

現金及び現金同等物の期首残高 1,599,029 1,543,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,989,678 1,991,445
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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