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（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 7,700 8.5 177 7.6 169 △1.6 94 △0.4

25年３月期第１四半期 7,093 △1.3 164 △60.9 171 △59.9 94 △61.4

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 103百万円（ ％）2.9 25年３月期第１四半期 101百万円（ ％）△59.6

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 7.97 －

25年３月期第１四半期 8.00 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 28,669 18,402 63.9

25年３月期 29,462 18,459 62.4

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 18,315百万円 25年３月期 18,372百万円

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 － 13.50 － 13.50 27.00

26年３月期 －

26年３月期（予想） 13.50 － 13.50 27.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同期増減率）

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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

新規 － 社 （社名） 、除外 － 社 （社名）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※  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。

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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） 26年３月期１Ｑ 11,800,000株 25年３月期 11,800,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 448株 25年３月期 448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 11,799,552株 25年３月期１Ｑ 11,799,552株
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から同年６月30日まで、以下同じ）における国内経済は、米国景

気の堅調な回復や株高による資産効果の上昇、円安による輸出環境の改善、政府による諸政策推進などを背景とし

て回復基調にありましたが、対中国関連では景気減速懸念が強まりました。

ＩＴ関連市場においては、スマートデバイス（スマートフォン、タブレット端末）の業務活用の需要拡大や、ク

ラウドビジネス、ビッグデータビジネスの伸張が見られましたが、企業の設備投資の回復力が弱含みであり、ＩＴ

投資の先送りやコスト削減要求が強く、また価格競争も激しく、当社グループを取り巻く収益環境は厳しい状況に

ありました。

このような状況のなかで当社グループは、新規商談の獲得と既存顧客の商談の掘り起こしに努め、顧客ニーズに

対応するサービスの提供や各種ソリューションサービスの拡販に努めました。その結果、売上高は7,700百万円

（前年同期比8.5%増）となり、前年同期比で増加しました。

利益面では、営業利益は177百万円（同7.6%増）と前年同期比で増加しましたが、投資配当収入減等により経常

利益は169百万円（同1.6%減）、四半期純利益は94百万円（同0.4%減）となり、ほぼ前年同期並みとなりました。

（百万円）

１．当四半期決算に関する定性的情報

平成25年３月期 平成26年３月期 前年同期比

第１四半期 百分比 第１四半期 百分比 増減額 増減率

売 上 高 7,093 %100.0 7,700 %100.0 606 %8.5

売上原価 6,100 %86.0 6,710 %87.2 610 %10.0

売 上 総 利 益 993 %14.0 989 %12.8 △3 %△0.4

販売費及び一般管理費 828 %11.7 811 %10.5 △16 %△2.0

営業利益 164 %2.3 177 %2.3 12 %7.6

経常利益 171 %2.4 169 %2.2 △2 %△1.6

税金等調整前四半期純利益 171 %2.4 169 %2.2 △2 %△1.6

四半期純利益 94 %1.3 94 %1.2 △0 %△0.4
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（事業区分別の売上高）

事業区分別の売上高については以下のとおりです。

通信キャリアシステム分野では、大型ＳＩ案件の減少や規模の縮小傾向が続いておりますが、大手通信キャリア

向けシステムの規模が拡大したことや、新規案件の開拓や既存顧客のシステムの運用・維持を継続して提供したこ

とにより、売上高は2,605百万円（前年同期比7.7%増）と前年同期を上回りました。

民需システム分野では、製造業向けＰＬＭソリューション、医療・製薬ソリューション、ＳＡＰソリューション

等の各種ソリューション提供が堅調に推移したことにより、売上高は1,309百万円（同0.4%増）と前年同期並みを確

保することができました。

公共・金融システム分野では、金融機関向けシステムの立ち上がりが遅れましたが、公共向けに官公庁向けシス

テムや郵政事業関連のシステムを提供したことなどにより、売上高は1,078百万円（同7.1％増）となりました。

エンベデッドシステム分野では、カーエレクトロニクス関連の開発規模が拡大したことや、フォトイメージング

関連や基地局システムの開発等が堅調だったことにより、売上高は1,626百万円（同19.1%増）となりました。

サービス他の分野では、データセンターによる運用監視等のアウトソーシングサービス、人材派遣サービス等は

低調に推移しましたが、スマートデバイス関連で情報メディア向けや生命保険会社向けのＳＩ案件の売上が増加し

たことにより、売上高は1,079百万円（同8.4%増）となりました。

（百万円）

（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。

平成25年３月期 平成26年３月期 前年同期比

第１四半期 第１四半期 増減額 増加率

通信キャリアシステム 2,420 2,605 185 %7.7

民需システム 1,304 1,309 4 %0.4

公共・金融システム 1,007 1,078 71 %7.1

エンベデッドシステム 1,365 1,626 260 %19.1

サービス他 995 1,079 84 %8.4

合 計 7,093 7,700 606 %8.5

平成25年３月期 平成26年３月期 前年同期比

第１四半期 第１四半期 増減額 増減率

スマートデバイス 780 1,140 360 %46.2
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売掛債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ792百万円

減少し、28,669百万円となりました。純資産は56百万円減少し18,402百万円となり自己資本比率は63.9%となりま

した。

また、当連結会計期間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536百万円増加し、10,533百

万円となりました。当連結累計期間におけるキャッシュ・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、671百万円の増加（前年同期は1,735百万円の増加）となりました。これ

は主に、法人税等の支払額264百万円、受注損失引当金取崩129百万円等のマイナス要因を前期末の売掛債権回収に

よる売掛債権の減少1,431百万円が大きく上回ったことによるものです。前年同期比では1,063百万円の減少となり

ましたが、これは主に売掛債権の回収規模の差によるものです。

（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、主に無形固定資産の取得のための支出によるもので19百万円（前年同期

は5,435百万円の増加）とわずかにマイナスでありました。前年同期比では5,455百万円の減少でありますが、これ

は前年同期に償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金5,500百万円を退職給付信託拠出に備えて短期性のもの

に振り替えたことによるものです。

（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、123百万円の減少（前年同期は143百万円の減少）となりましたが、これ

は主に配当金の支払い144百万円によるもので、ほぼ前年同期並みとなりました。

［キャッシュ・フローの状況]     (百万円)

（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３月期の通期連結業績予想については、平成25年４月24日に公表いたしました業績予想から変更いた

しません。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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、実際の業績等はさまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

平成25年３月期

第１四半期

平成26年３月期

第１四半期
前年同期比

営業キャッシュ・フロー 1,735 671 △1,063

投資キャッシュ・フロー 5,435 △19 △5,455

財務キャッシュ・フロー △143 △123 19

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,534 10,533 △3,000

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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 696 1,033

預け金 9,300 9,500

受取手形及び売掛金 11,131 9,705

たな卸資産 1,190 1,326

その他 1,173 1,157

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 23,491 22,721

固定資産

有形固定資産 2,003 2,001

無形固定資産 410 382

投資その他の資産

繰延税金資産 3,139 3,154

その他 473 466

貸倒引当金 △56 △56

投資その他の資産合計 3,556 3,564

固定資産合計 5,971 5,948

資産合計 29,462 28,669

負債の部

流動負債

買掛金 1,944 1,849

役員賞与引当金 7 6

受注損失引当金 144 15

その他 3,403 2,810

流動負債合計 5,500 4,681

固定負債

退職給付引当金 5,238 5,333

役員退職慰労引当金 85 70

資産除去債務 166 167

その他 12 14

固定負債合計 5,503 5,585

負債合計 11,003 10,267
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30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 13,387 13,320

自己株式 △0 △0

株主資本合計 18,369 18,302

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4 5

為替換算調整勘定 △1 6

その他の包括利益累計額合計 2 12

少数株主持分 87 87

純資産合計 18,459 18,402

負債純資産合計 29,462 28,669
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 7,093 7,700

売上原価 6,100 6,710

売上総利益 993 989

販売費及び一般管理費 828 811

営業利益 164 177

営業外収益

受取利息 4 1

受取配当金 6 －

保険事務手数料 2 2

その他 0 －

営業外収益合計 13 4

営業外費用

為替差損 4 12

その他 1 0

営業外費用合計 6 12

経常利益 171 169

税金等調整前四半期純利益 171 169

法人税等 80 83

少数株主損益調整前四半期純利益 91 85

少数株主損失（△） △3 △8

四半期純利益 94 94
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 91 85

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 1

為替換算調整勘定 10 17

その他の包括利益合計 9 18

四半期包括利益 101 103

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 99 104

少数株主に係る四半期包括利益 1 △0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30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利益 171 169

減価償却費 85 70

退職給付引当金の増減額（△は減少） 109 94

受注損失引当金の増減額（△は減少） 68 △129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △0

受取利息及び受取配当金 △10 △1

売上債権の増減額（△は増加） 2,789 1,431

たな卸資産の増減額（△は増加） △339 △120

仕入債務の増減額（△は減少） △270 △100

その他 △548 △464

小計 2,055 934

利息及び配当金の受取額 10 1

法人税等の支払額 △331 △264

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,735 671

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 5,500 －

有形固定資産の取得による支出 △3 △11

無形固定資産の取得による支出 △63 △18

その他 2 9

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,435 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △143 △144

その他 － 21

財務活動によるキャッシュ・フロー △143 △123

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,035 536

現金及び現金同等物の期首残高 6,499 9,996

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,534 10,533
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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）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）

（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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