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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,959 0.8 75 20.3 76 20.1 44 21.2
25年3月期第1四半期 1,943 △4.9 63 7.0 63 7.0 36 11.0

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 2,042.66 ―
25年3月期第1四半期 1,684.98 ―

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 3,622 2,509 69.3
25年3月期 3,462 2,506 72.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,509百万円 25年3月期  2,506百万円

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  
平成26年3月期（予想）期末の配当金については、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した額を記載しており
ます。なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当金額は、2,100円00銭（第2四半期末：0円00銭 期末：2,100円00銭）となります。 

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 ― 2,000.00 2,000.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 21.00 21.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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  
平成26年3月期の業績予想における１株当たり当期純利益については、平成25年10月1日を効力発生日として普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮
した額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、〔第2四半期（累計）：3,318円53銭 通期6,501円52銭〕となります。

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) 3,931 1.3 124 2.5 125 2.4 71 2.2 33.19
通期 7,980 3.3 240 5.3 243 5.3 140 3.8 65.02



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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 21,590 株 25年3月期 21,590 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q ― 株 25年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,590 株 25年3月期1Q 21,590 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「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１四半期累計期間（平成25年4月1日～平成25年6月30日）におけるわが国経済は、アベノミクス効

果による経済政策への期待から円安・株高が進むなど、景気が上昇傾向にあるものの、製造業等の在庫の

取り崩しが進む一方で、内需向けを中心に設備投資意欲が減少するなど、国内景気は、期待先行による改

善が一段落し、一時的に足踏み状態にあります。 

当社を取り巻く事業環境につきましても、「情報サービス分野」におきましては、新興国企業との競争

激化、大手製造業の生産拠点の海外移転が加速している中、依然として本格的な業績回復には至らず、加

えて昨年にＰＣなどハードウェアの更新需要等が増加したものの、当期はその反動もあり、多くの中堅中

小企業でＩＴ支出は抑制傾向になることが予想されます。 

 一方、「人材ビジネス分野」におきましては、改正労働者派遣法の規制強化によるグループ内派遣事業

の撤退や人材派遣需要の減少傾向から、ユーザー系派遣企業の事業譲渡や大手派遣企業の海外企業への進

出、請負化ノウハウの取得を目的とした業界再編が進むなど、業界生き残りに向け、多岐に渡る人材ビジ

ネスの展開が求められつつあります。 

 このような状況の下、「システムソリューションサービス事業」においては、クラウド、モビリティ、

ビッグデータ、ソーシャル技術の4要素で構成される「第3のプラットフォーム」のニーズが高まる中、現

業ビジネスの変革及びイノベーションの創出を課題に掲げ、戦略的な推進に向けて、当期より「ＩＣＴ戦

略部」を新たに設置しました。一方、「ＢＰＯサービス事業」においては、人材派遣の減少傾向を受け、

人材派遣サービス売上高の維持と新規取引先獲得に向けた営業力を強化し、意思決定の迅速化を進めるべ

く二部門制を一部門制に一本化するとともに、請負業務の拡大を目指すべく、アウトソーシング部門から

物販関連の請負業務を切り出し、新たに物販サポートサービス部を新設するなど、組織の見直しを図りま

した。 

以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は、1,959百万円(前年同四半期比0.8％増）、営業

利益75百万円（同20.3％増）、経常利益76百万円（同20.1％増）、四半期純利益は、44百万円（同21.2％

増）となりました。 

  

 セグメント別の売上高及びセグメント利益（営業利益）の推移は次のとおりであります。 

（百万円未満は切り捨て) 

 

  

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

平成25年3月期 
第1四半期累計期間

平成26年3月期  
第1四半期累計期間

対前年同期増減率

セグメント名 売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

売上高 セグメント
利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

システムソリューションサービス 830 128 837 106 0.8 △17.2

ＢＰＯサービス 1,112 75 1,122 81 0.8 8.7

合    計 1,943 203 1,959 187 0.8 △7.7
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①システムソリューションサービス事業 

主力業務であるイントラマート開発関連、ＢＩソリューション関連のエンタープライズ案件やネット

ワーク保守等が順調に推移したことから、当第１四半期累計期間における売上高は、837百万円（前年

同四半期比0.8％増）となりました。一方、高利益率の伴う開発案件の終了や戦略的投資コストの増加

などにより、セグメント利益（営業利益）は、106百万円（同17.2％減）となりました。 

②ＢＰＯサービス事業 

人材派遣業務の内製化政策に伴う派遣契約の縮小や終了など苦戦した一方、物販関連のアウトソーシ

ング業務が大幅に増加した結果、当第１四半期累計期間における売上高は、1,122百万円（前年同四半

期比0.8％増）となりました。一方、人材派遣業務の収益力が低下する中、アウトソーシング業務の生

産性の向上などにより、セグメント利益（営業利益）は、81百万円（同8.7％増）となりました。 

  

  

（資産の部） 

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して160百万円増加し、3,622百万円となり

ました。 

 流動資産は、前事業年度末と比較して159百万円増加し、3,453百万円となりました。これは主に、売掛

金38百万円及び商品19百万円が減少したものの、現金及び預金157百万円及び仕掛品38百万円が増加した

こと等によるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末とほぼ同額の169百万円であります。 

（負債の部） 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して157百万円増加し、1,113百万円となり

ました。 

 流動負債は、前事業年度末と比較して171百万円増加し、1,097百万円となりました。これは主に、賞与

引当金106百万円及び未払法人税等18百万円並びに役員賞与引当金5百万円が減少したものの、未払金226

百万円及び買掛金25百万円が増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末と比較して14百万円減少し、15百万円となりました。これは主に、役員退職

慰労引当金が14百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の部） 

当第１四半期会計期末の純資産合計は、前事業年度末と比較して2百万円増加し、2,509百万円となりま

した。これは主に、当第１四半期純利益44百万円及び配当金の支払い43百万円等によるものであります。

  

  

平成25年5月8日付「平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」で公表しました業績予想におけ

る変更はございません。 

 なお、本資料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、今後様々な要因によ

り修正が生じる場合は速やかにお知らせ致します。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

  

  

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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年3月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,117,085 2,274,489

売掛金 1,041,590 1,003,408

商品 19,848 －

仕掛品 1,960 40,213

繰延税金資産 103,338 103,338

その他 15,770 37,547

貸倒引当金 △6,062 △5,853

流動資産合計 3,293,531 3,453,144

固定資産

有形固定資産 70,424 69,620

無形固定資産 1,310 1,310

投資その他の資産 97,562 98,799

固定資産合計 169,296 169,730

資産合計 3,462,828 3,622,874

負債の部

流動負債

買掛金 139,385 164,675

未払金 413,044 639,396

未払法人税等 53,914 35,762

賞与引当金 196,294 89,599

役員賞与引当金 7,000 1,750

その他 116,373 166,801

流動負債合計 926,011 1,097,984

固定負債

長期未払金 670 592

役員退職慰労引当金 29,200 15,193

固定負債合計 29,870 15,785

負債合計 955,882 1,113,770

純資産の部

株主資本

資本金 309,024 309,024

資本剰余金 209,024 209,024

利益剰余金 1,980,638 1,981,559

株主資本合計 2,498,686 2,499,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,260 9,497

評価・換算差額等合計 8,260 9,497

純資産合計 2,506,946 2,509,104

負債純資産合計 3,462,828 3,622,874

データリンクス㈱（2145）平成26年3月期　第１四半期決算短信（非連結）

－5－



（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 1,943,621 1,959,268

売上原価 1,710,012 1,731,361

売上総利益 233,608 227,906

販売費及び一般管理費 170,598 152,083

営業利益 63,009 75,823

営業外収益

受取利息 377 318

受取配当金 159 161

その他 10 10

営業外収益合計 547 490

経常利益 63,557 76,313

特別損失

固定資産除却損 134 －

特別損失合計 134 －

税引前四半期純利益 63,422 76,313

法人税、住民税及び事業税 27,044 32,212

四半期純利益 36,378 44,101
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 63,422 76,313

減価償却費 4,798 4,184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △465 △209

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,725 △106,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,473 △14,007

受取利息及び受取配当金 △536 △479

売上債権の増減額（△は増加） 80,093 38,181

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,182 △18,405

仕入債務の増減額（△は減少） 26,409 25,289

未払金の増減額（△は減少） 159,230 223,210

その他 21,189 19,365

小計 239,762 246,750

利息及び配当金の受取額 521 474

法人税等の支払額 △60,703 △48,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,581 198,691

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 △1,025 △240

敷金の差入による支出 △2,310 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,335 △240

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △39,539 △41,047

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,539 △41,047

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,706 157,404

現金及び現金同等物の期首残高 2,015,584 2,117,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,152,290 2,274,489
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当第１四半期累計期間（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。 

  

  

当第１四半期累計期間（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。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(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 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△140,460千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有価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たため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）四半期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）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 830,827 1,112,794 1,943,621 ─ 1,943,621

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 830,827 1,112,794 1,943,621 ─ 1,943,621

セグメント利益 128,209 75,260 203,470 △140,460 63,009
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Ⅱ  当第１四半期累計期間(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 

 
（注）1．調整額は、以下のとおりであります。 

セグメント利益の調整額△112,073千円は、各報告セグメントに配分されない全社費用であります。 

 なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

2．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日） 

 （株式の分割、及び単元株制度の採用について） 

当社は、平成25年5月8日開催の取締役会において、株式分割及び単元株制度の採用を決議いたしまし

た。 

  

１.株式分割及び単元株制度の採用の目的 

単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表した「売買単

位の集約に向けた行動計画」（平成19年11月27日付）の趣旨に鑑み、当社株式分割の実施及び単元株

制度を採用いたします。なお、本株式分割及び単元株制度採用に伴う投資単位の実質的な変動はあり

ません。 

  

２.株式分割の概要 

（1）分割の方法 

平成25年9月30日（月曜日）を基準日として、同日の 終の株主名簿に記載または記録された

株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割いたします。 

  

（単位：千円）

報告セグメント

調整額 
（注）1

四半期損益計算
書計上額 
（注）2

システムソリュ
ーションサービ

ス
ＢＰＯサービス 計

売上高

  外部顧客への売上高 837,094 1,122,173 1,959,268 ─ 1,959,268

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 837,094 1,122,173 1,959,268 ─ 1,959,268

セグメント利益 106,118 81,778 187,897 △112,073 75,823

（追加情報)

データリンクス㈱（2145）平成26年3月期　第１四半期決算短信（非連結）

－9－



  
（2）分割により増加する株式数 

 
  

（3）分割の日程 

 
  

３.単元株制度の採用 

（1）採用する単元株の数 

上記「2.株式分割の概要」の効力発生日である平成25年10月1日をもって単元株制度を採用

し、単元株式数を100株といたします。 

  

（2）日程 

 
  

４.１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりで

あります。 

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

株式分割前の発行済株式総数 21,590株

今回の分割により増加する株式数 2,137,410株

株式分割後の発行済株式数 2,159,000株

株式分割後の発行可能株式総数 5,000,000株

基準日公告日 平成25年9月13日（金曜日）

基準日 平成25年9月30日（月曜日）

効力発生日 平成25年10月1日（火曜日）

効力発生日 平成25年10月1日（火曜日）

項目
前第１四半期累計期間
(自 平成24年4月 1日
至 平成24年6月30日)

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

１株当たり四半期純利益金額 16円85銭 20円43銭
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当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 前第１四半期累計期間の販売金額の割合が10％以上の販売先については、該当ありません。 

  

５．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 494,141 97.6

合計 494,141 97.6

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 679,900 91.9 939,273 95.9

ＢＰＯサービス 1,096,880 111.3 1,033,752 104.9

合計 1,776,780 103.0 1,973,025 100.4

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 837,094 100.8

ＢＰＯサービス 1,122,173 100.8

合計 1,959,268 100.8

相手先
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

郵便局物販サービス株式会社 ― ― 208,763 10.7

データリンクス㈱（2145）平成26年3月期　第１四半期決算短信（非連結）

－11－




