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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4月1日～平成25年6月30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 41,397 1.0 △700 ― △430 ― △257 ―
25年3月期第1四半期 40,971 △3.4 896 △43.1 1,047 △40.8 385 △62.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △238百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 387百万円 （△63.1％）

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 △4.73 ―
25年3月期第1四半期 7.06 ―

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 133,293 77,038 57.8
25年3月期 138,303 78,367 56.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  77,038百万円 25年3月期  78,367百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

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）  
（％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) 89,500 1.0 3,700 2.4 3,700 23.8 2,200 38.6 40.34
通期 190,000 2.2 8,500 5.1 8,500 28.5 5,100 43.3 93.51



(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  ：  有  
詳細は、【添付資料】P.5「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結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。 

(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きの対象外でありますが、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きを受けております。 

※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、 
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仮定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.5「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 54,540,000 株 25年3月期 54,540,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 693 株 25年3月期 693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 54,539,307 株 25年3月期1Q 54,539,348 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①当第１四半期連結累計期間の連結業績（売上高・営業利益） 

（金額単位：百万円）

（営業利益又は営業損失におけるパーセント表示は、売上高営業利益率）  

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権による一連の経済対策の効果および海外経済の回復

を背景として、円安、消費者マインドの改善などが進み、緩やかな景気回復の動きとなりました。 

   

当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポート市場においては、業務効率化やＩＴコスト削減を目的とし

たクラウド、仮想化、スマートデバイス関連サービスおよびアウトソーシングなどのニーズの拡大に加え、Ｗｉｎ

ｄｏｗｓＸＰのサポート終了に伴う法人向けＰＣの買い替え需要などが高まりました。しかし、全体的には景気回

復の動きがＩＴサポート市場まで波及しておらず、積極的なＩＴ投資が手控えられる傾向が継続しています。 

  

このような環境の中、当社グループはＣＳ（Customer Satisfaction：お客さま満足）とＣＳＲ（Corporate 

Social Responsibility：企業の社会的責任）を経営の基軸とした事業運営を実践するとともに、成長領域へのシ

フトと事業ドメインの拡大、およびそれを支える人財の強化に加え、企業体質の抜本的な改善に取り組んでまいり

ました。 

  

当第1四半期連結累計期間における売上高は、413億97百万円（前年同期比1.0%増）となりました。これは、主

に保守サービスでのマルチベンダ保守や販売パートナー連携などでの増収に加え、運用サポートサービスにおける

自治体／医療案件の獲得増加やシステム展開サービスで注力しているクラウド／仮想化、環境、さらにサプライサ

ービスでのインターネットショップ「い～るでぃんぐ」などで増収したことによるものです。 

  

営業損益は、7億円の損失（前年同期は8億96百万円の利益）となりました。これは、全社費用の増加などによ

るものです。 

  

経常損益は、4億30百万円の損失（前年同期は10億47百万円の利益）となりました。これは、主に営業損益が減

少したことによるものです。 

  

四半期純損益は、2億57百万円の損失（前年同期は3億85百万円の利益）となりました。これは、主に経常損益

が減少したことによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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) 

前年同期比 

  金額 増減率 

売上高  40,971    41,397    426 ％1.0

営業利益又は 

営業損失（△） 
 896 ％ 2.2  △700 ％ △1.7  △1,596  －



②報告セグメント別の売上高・営業利益分析 

報告セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

[保守サービス] 

（金額単位：百万円）

  

  売上高は、注力しているマルチベンダ保守や販売パートナー連携などで増収となりましたが、未契約保守などで

減収したことにより、217億87百万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

  

営業損益は、減収の中、継続して取り組んでいる生産革新活動を中心に保守部材費の低減を図ったことによ

り、35億26百万円の利益（前年同期比1.9%増）となりました。   

  

[システム展開サービス]  

（金額単位：百万円）

  

売上高は、工事案件の増加による増収に加え、クラウド／仮想化、環境などの注力領域で増収したことによ

り、60億97百万円（前年同期比7.1%増）となりました。 

  

営業損益は、利益率が悪化したことにより、8億44百万円の損失（前年同期は6億30百万円の損失）となりまし

た。 

  

[サプライサービス]  

（金額単位：百万円）

  

売上高は、インターネットショップ「い～るでぃんぐ」などの注力領域で増収したことにより、88億45百万円

（前年同期比7.4%増）となりました。 

  

営業損益は、増収により増益したことで、前年同期比1億5百万円改善の90百万円の利益となりました。  

  
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) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  22,342       21,787    △555 ％ △2.5

営業利益  3,459 ％ 15.5  3,526 ％ 16.2  66  ％ 1.9

  
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) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  5,693       6,097    404   ％ 7.1

営業損失（△）  △630 ％ △11.1  △844 ％ △13.8  △213  －

  
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) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  8,235       8,845    610   ％ 7.4

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △14 ％ △0.2  90 ％ 1.0  105  －



[運用サポートサービス] 

（金額単位：百万円）

  

売上高は、注力している運用支援サービスやヘルプデスクサービスなどで、自治体／医療の案件が増加したこ

とにより増収となったものの、メディアサービスが減収したことにより、46億66百万円（前年同期比0.7%減）とな

りました。 

  

営業損益は、利益率が悪化したことにより、3億9百万円の利益（前年同期比42.4%減）となりました。 

   

なお、表中の営業利益又は営業損失におけるパーセント表示は、売上高営業利益率を表しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,332億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億10百万円

減少しました。現金及び現金同等物は18億19百万円増加しました。受取手形及び売掛金は前連結会計年度末に計

上した売上債権に対する入金などにより77億73百万円減少しました。たな卸資産は主に仕掛品の増加により8億27

百万円増加しました。 

負債は562億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億81百万円減少しました。これは主に、前連結会計年

度末に計上した仕入債務の支払いなどにより支払手形及び買掛金が29億円減少したことや、賞与の支払いにより

賞与引当金が26億80百万円減少したことによるものです。 

純資産は770億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億28百万円減少しました。四半期純損失2億57百万

円を計上したことや、利益配当金10億90百万円を計上したことによる減少により、利益剰余金は572億65百万円と

なりました。  

以上の結果、自己資本比率は57.8％となり、前連結会計年度末に比べ1.1ポイントの増加となりました。 

②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（以下、「資金」という）は363億54百万円となり、

前連結会計年度末に比べて18億19百万円増加しました。  

（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り増加した資金は34億99百万円（前年同期比1億92百万円増）となり

ました。主な資金増加の内容は、売上債権の減少77億73百万円や前受金の増加13億71百万円で、主な資金減少の

内容は、税金等調整前四半期純損失4億30百万円や仕入債務の減少29億円、賞与の支払いに伴う賞与引当金の減少

26億80百万円等です。  

（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り減少した資金は5億20百万円（前年同期比1億6百万円減）となりま

した。主な資金減少の内容は、新基幹システムの開発に伴う無形固定資産（ソフトウェア）の取得による支出4億

3百万円等です。 

（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り減少した資金は11億75百万円（前年同期比18百万円減）となりま

した。主な資金減少の内容は、配当金の支払い10億80百万円です。 

   

  
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) 

 前年同期比 

金額 増減率 

売上高  4,699       4,666    △32 ％ △0.7

営業利益  537 ％ 11.4  309 ％ 6.6  △228  ％ △42.4



 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年3月期決算（平成25年4月25日)にて公表した第２四半期・通期の連結業績予測についての変更はありま

せん。  

 （金額単位：億円） 

（※億円未満四捨五入） 

 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素な

どの要因により、実際の業績は記載の見通しとは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 

 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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

（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。  

 区  分 26年3月期（見通し） 25年3月期 増減  増減率  

保 守 サ ー ビ ス 915  915  0   0.0％ 

シ ス テ ム 展 開 サ ー ビ ス 326  306  20 6.5％ 

サ プ ラ イ サ ー ビ ス  465  446  19  4.2％ 

運 用 サ ポ ー ト サ ー ビ ス  194  192  2  1.3％ 

 売 上 高 合 計     1,900  1,859  41 2.2％ 

  営 業 利 益     85  81  4 5.1％ 

  経 常 利 益     85  66  19 28.5％ 

  当 期 純 利 益     51  36  15  43.3％ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 11,232 12,050

関係会社預け金 23,303 24,304

受取手形及び売掛金 39,690 31,916

商品及び製品 2,077 2,092

仕掛品 992 1,694

原材料及び貯蔵品 18,384 18,496

その他 8,364 9,080

貸倒引当金 △66 △49

流動資産合計 103,979 99,584

固定資産   

有形固定資産 3,230 3,484

無形固定資産 10,898 10,852

投資その他の資産   

前払年金費用 12,728 11,919

その他 7,756 7,588

貸倒引当金 △289 △136

投資その他の資産合計 20,194 19,372

固定資産合計 34,324 33,708

資産合計 138,303 133,293

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,974 16,074

未払法人税等 1,571 115

前受金 12,576 13,947

賞与引当金 5,349 2,668

役員賞与引当金 18 10

ポイント引当金 11 13

工事契約等損失引当金 15 30

資産除去債務 20 20

その他 4,737 6,369

流動負債合計 43,273 39,249

固定負債   

退職給付引当金 15,691 16,053

資産除去債務 140 140

その他 830 811

固定負債合計 16,662 17,005

負債合計 59,936 56,255



（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 9,670 9,670

資本剰余金 10,161 10,161

利益剰余金 58,614 57,265

自己株式 △1 △1

株主資本合計 78,444 77,095

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △64 △61

為替換算調整勘定 △12 3

その他の包括利益累計額合計 △77 △57

純資産合計 78,367 77,038

負債純資産合計 138,303 133,293



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 40,971 41,397

売上原価 33,811 35,313

売上総利益 7,159 6,083

販売費及び一般管理費 6,263 6,784

営業利益又は営業損失（△） 896 △700

営業外収益   

受取利息 16 19

受取配当金 1 2

保険配当金 135 194

その他 23 73

営業外収益合計 177 289

営業外費用   

支払利息 4 5

為替差損 5 －

休止固定資産減価償却費 9 3

固定資産廃棄損 2 9

その他 3 1

営業外費用合計 25 19

経常利益又は経常損失（△） 1,047 △430

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,047 △430

法人税等 392 △173

過年度法人税等 270 －

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

385 △257

四半期純利益又は四半期純損失（△） 385 △257

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

385 △257

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 3

為替換算調整勘定 5 16

その他の包括利益合計 2 19

四半期包括利益 387 △238

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 387 △238

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,047 △430

減価償却費 684 722

のれん償却額 49 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △169

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,407 △2,680

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 361

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2 2

工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） 16 15

受取利息及び受取配当金 △17 △21

支払利息 4 5

有形固定資産廃棄損 2 9

売上債権の増減額（△は増加） 8,418 7,773

たな卸資産の増減額（△は増加） △717 △827

前払年金費用の増減額（△は増加） △0 808

その他の資産の増減額（△は増加） 369 △597

仕入債務の増減額（△は減少） △5,714 △2,900

未払費用の増減額（△は減少） 249 350

未払事業税の増減額（△は減少） 37 69

未払消費税等の増減額（△は減少） 29 △185

前受金の増減額（△は減少） 1,777 1,371

その他の負債の増減額（△は減少） 1,214 1,125

その他 － △0

小計 5,046 4,791

利息及び配当金の受取額 17 22

利息の支払額 △4 △5

法人税等の支払額 △1,753 △1,309

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,306 3,499

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 △75 △120

無形固定資産の取得による支出 △487 △403

その他 △64 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △627 △520

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △116 △95

配当金の支払額 △1,079 △1,080

その他 1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,194 △1,175

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,490 1,819

現金及び現金同等物の期首残高 29,536 34,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,027 36,354



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

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）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

システム展開
サービス 

サプライ 
サービス  

運用サポート 
サービス 

売上高         

外部顧客への売上高  22,342  5,693 8,235  4,699  40,971

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 0  0 1  －  1

計  22,342  5,693 8,237  4,699  40,972

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,459  △630 △14  537  3,352

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計 3,352

全社費用（注） △2,456

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業

利益 
896



Ⅱ 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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用でありま

す。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

システム展開
サービス 

サプライ 
サービス  

運用サポート 
サービス 

売上高         

外部顧客への売上高  21,787  6,097 8,845  4,666  41,397

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 0  － 1  0  1

計  21,787  6,097 8,847  4,666  41,399

セグメント利益又は損失

（△） 
 3,526  △844 90  309  3,082

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計 3,082

全社費用（注） △3,783

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業

損失 
△700

（６）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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