
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 4,399 7.2 169 48.3 191 44.6 93 316.0
25年３月期第１四半期 4,104 7.4 114 △6.7 132 △8.2 22 △67.3

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △209百万円( ― ％) 25年３月期第１四半期 △42百万円( ― ％)

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 11.26 11.24
25年３月期第１四半期 2.71 2.70

（２）連結財政状態

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 15,349 9,867 62.0
25年３月期 15,737 10,159 62.4

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 9,515百万円 25年３月期 9,825百万円

２．配当の状況

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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) 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（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

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

（４）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) 26年３月期１Ｑ 9,008,560株 25年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 687,903株 25年３月期 687,903株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 8,320,657株 25年３月期１Ｑ 8,318,057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、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
予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国経済の成長鈍化や米国の金融緩和縮小等に対

する不透明感がある一方、安倍政権による経済政策（アベノミクス）や、日銀の金融緩和策等により、

概ね円安、株高が進行し、輸出関連企業を中心とする国内企業において業績の改善が期待されます。 

当情報サービス業界におきましては、経営環境の改善を背景として、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、特にビジネスツールとしてスマートフォン、タブレット端

末の普及が堅調に進む中で、既存システムやパッケージソフトウェアとクラウドサービスとの連携・融

合といったニーズが拡大しております。また、ＢＣＰ対策の強化やＩＴ業務のアウトソーシング化を背

景としたデータセンター需要も高まっており、今後はテクノロジーの進化とデータ量の増加が加速する

中で、企業の情報設備投資に対する意識が「守り（コスト削減・効率化）」から「攻め（事業拡大）」

に推移することが予測されます。 

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より引き続き「原点回帰」を

掲げ、将来の飛躍に向けた足場固めの 終年と位置づけ、今期の事業をスタートいたしました。全社的

な施策として、人材力の更なる強化に取り組むと共に、製造業を中心とした既存顧客に対する提案活動

の強化とプロジェクト管理の改善により、適正な利益の確保を図り、またデータセンターやモバイルを

活用した、新たなソリューションビジネスの拡大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、ソフトウェア開発事業及び情報処理サービス事業において、大型案件、新規

案件の獲得等により受注が拡大し、また前期より連結対象となりましたデータセンターサービスの稼動

が順調に推移したことにより、売上高43億99百万円（前年同四半期比7.2％増）となりました。 

利益面につきましても、売上増に伴う売上総利益の増加及びプロジェクト管理の改善、また事務所の

統廃合等による販管費の抑制により、営業利益１億69百万円（前年同四半期比48.3％増）、経常利益１

億91百万円（前年同四半期比44.6％増）、四半期純利益93百万円（前年同四半期比316.0％増）となり

ました。 

  

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

  

・ソフトウェア開発事業は、物流業、製造業を初めとする既存顧客からの受注拡大や大型案件の獲得に

より、売上高は23億88百万円（前年同四半期比15.5％増）となりました。利益につきましても、受注

増に伴う稼働率の向上及び販管費の抑制により利益率が向上し、セグメント利益（営業利益）は７百

万円の損失（前年同四半期は71百万円の損失）に改善いたしました。 

  

・情報処理サービス事業は、新規案件の受注が増加し、またデータセンターサービスの稼動が順調に推

移したことにより、売上高は14億41百万円（前年同四半期比6.2％増）となりました。利益につきま

しては、事業基盤の強化に向けた営業要員の増加及び新入社員研修の強化等に伴い販管費が増加した

ことにより、セグメント利益（営業利益）は１億71百万円（前年同四半期比1.2％減）となりまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、半導体関連事業における受注が回復傾向にあったも

のの、車載関連を初めとする組み込みソフトウェア事業において受注が減少したことにより、売上高

は５億69百万円（前年同四半期比16.1％減）となりました。利益につきましても、販管費の抑制に努

めたものの、受注減に伴う売上総利益の減少を吸収しきれず、セグメント利益（営業利益）は５百万

円（前年同四半期比58.3％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は153億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億

88百万円減少いたしました。 

流動資産は86億６百万円となり、２億65百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金が４億45

百万円、仕掛品が１億69百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が８億32百万円減少したこと等に

よるものであります。 

固定資産は67億42百万円となり、１億23百万円減少いたしました。 

有形固定資産は31億７百万円となり、１億84百万円増加いたしました。主な要因は建設仮勘定が２億

16百万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４億65百万円となり、20百万円減少いたしました。  

投資その他の資産は31億69百万円となり、２億87百万円減少いたしました。主な要因は投資有価証券

が４億95百万円減少したこと等によるものであります。  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は54億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百

万円減少いたしました。  

流動負債は27億90百万円となり、１億88百万円減少いたしました。主な要因は短期借入金が40百万

円、一年内返済予定のリース債務が21百万円増加したものの、賞与引当金が４億９百万円減少したこと

等によるものであります。 

固定負債は26億93百万円となり、94百万円増加いたしました。主な要因は長期借入金が85百万円増加

したこと等によるものであります。  

当第１四半期連結会計期間末における純資産は98億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億92

百万円減少いたしました。主な要因はその他有価証券評価差額金が３億20百万円減少したこと等による

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62.4％から62.0％となりました。 

  

当連結会計年度（平成26年３月期）の業績予想につきましては、平成25年４月26日公表の数値から変

更はありません。 

  

（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。 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 3,668,063 4,113,416

受取手形及び売掛金 3,281,926 2,449,377

有価証券 359,019 359,073

商品及び製品 7,894 6,172

仕掛品 645,375 815,348

原材料及び貯蔵品 48,796 43,492

その他 880,002 828,360

貸倒引当金 △19,162 △8,384

流動資産合計 8,871,915 8,606,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,231,014 2,231,854

減価償却累計額 △1,081,468 △1,102,702

減損損失累計額 △3,257 △3,257

建物及び構築物（純額） 1,146,289 1,125,895

工具、器具及び備品 972,067 993,014

減価償却累計額 △506,035 △530,057

減損損失累計額 △294 △294

工具、器具及び備品（純額） 465,738 462,662

土地 701,114 701,114

リース資産 1,037,362 1,087,685

減価償却累計額 △426,910 △486,223

リース資産（純額） 610,451 601,461

建設仮勘定 － 216,715

有形固定資産合計 2,923,593 3,107,849

無形固定資産   

のれん 246,409 229,924

その他 239,451 235,726

無形固定資産合計 485,860 465,651

投資その他の資産   

投資有価証券 2,590,429 2,095,023

その他 871,460 1,088,069

貸倒引当金 △5,427 △13,893

投資その他の資産合計 3,456,462 3,169,198

固定資産合計 6,865,917 6,742,700

資産合計 15,737,832 15,349,555
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(単位：千円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 766,200 560,917

短期借入金 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 125,272 104,204

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

リース債務 226,967 248,691

未払法人税等 256,898 56,233

賞与引当金 716,114 306,185

工事損失引当金 65,006 20,741

その他 792,117 1,421,588

流動負債合計 2,978,576 2,788,561

固定負債   

社債 35,000 25,000

長期借入金 204,451 290,041

リース債務 450,184 418,160

退職給付引当金 1,825,170 1,872,909

役員退職慰労引当金 82,375 85,369

長期未払金 1,610 1,610

その他 582 582

固定負債合計 2,599,373 2,693,673

負債合計 5,577,950 5,482,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,775,125 1,775,125

利益剰余金 6,372,940 6,383,457

自己株式 △508,399 △508,399

株主資本合計 9,521,533 9,532,050

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 978,710 657,970

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

為替換算調整勘定 801 1,666

その他の包括利益累計額合計 303,693 △16,180

少数株主持分 334,654 351,451

純資産合計 10,159,882 9,867,321

負債純資産合計 15,737,832 15,349,555
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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 4,104,364 4,399,179

売上原価 3,172,655 3,431,250

売上総利益 931,708 967,928

販売費及び一般管理費 817,400 798,376

営業利益 114,307 169,552

営業外収益   

受取利息 1,523 554

受取配当金 16,189 24,011

不動産賃貸料 2,313 3,643

持分法による投資利益 3,749 3,985

保険事務手数料 1,997 1,951

その他 10,114 1,592

営業外収益合計 35,887 35,739

営業外費用   

支払利息 6,212 6,255

不動産賃貸費用 6,458 6,717

その他 5,253 1,031

営業外費用合計 17,923 14,004

経常利益 132,271 191,287

特別損失   

固定資産除売却損 － 75

減損損失 8,419 －

貸倒引当金繰入額 1,606 －

事務所移転費用 2,040 －

特別損失合計 12,066 75

税金等調整前四半期純利益 120,204 191,211

法人税、住民税及び事業税 48,280 19,626

法人税等調整額 40,128 61,435

法人税等合計 88,409 81,061

少数株主損益調整前四半期純利益 31,795 110,149

少数株主利益 9,265 16,426

四半期純利益 22,530 93,723
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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 31,795 110,149

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △74,827 △320,739

為替換算調整勘定 158 1,236

その他の包括利益合計 △74,669 △319,503

四半期包括利益 △42,873 △209,354

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,186 △226,151

少数株主に係る四半期包括利益 9,313 16,796
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 該当事項はありません。 

  

  

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）   

 該当事項はありません。 

  

  

  

（３）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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