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  (百万円未満切捨て)

（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  2,086  △5.8  86  10.8  87  19.0  51  21.2

25年３月期第１四半期  2,216  2.8  77  △59.3  73  △61.6  42  △60.8

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 51百万円（ ％） 24.5   25年３月期第１四半期 41百万円 （ ％） △61.4

  
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  10.52  －

25年３月期第１四半期  8.68  －

  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  7,146  4,971  69.6  1,020.03

25年３月期  7,172  4,980  69.4  1,021.87

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 4,971百万円   25年３月期 4,980百万円 

  
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  － 12.50 －  12.50 25.00

26年３月期  －   

26年３月期（予想）   12.50 －  12.50 25.00

（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）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  4,450  △3.9  229  △12.0  229  △9.3  134  5.4  27.50

通期  9,500  4.7  680  8.4  680  8.8  399  15.4  81.87

（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 

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

（注）詳細は、添付資料２ページ「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。

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 6,206,496株 25年３月期 6,206,496株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,333,114株 25年３月期 1,333,039株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 4,873,422株 25年３月期１Ｑ 4,873,457株

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に対するレビュー手続は終了していません。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

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２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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（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～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、昨年末からの円

安・株高の進行を受けて、消費マインド及び輸出企業を中心とした企業収益の改善がみられるなど、景気が持ち直

しの動きをみせる一方、５月下旬以降の株価の乱高下や海外景気の下振れ懸念など、先行きの不透明な状況が続き

ました。 

 企業の設備投資動向は下げ止まりつつあるものの、ソフトウエア投資につきましては慎重な姿勢を継続してお

り、依然として厳しい状況で推移しました。 

 この中にあって当社グループは、保険業界向けの大型案件が端境期となり減少した一方、重点新規顧客との取引

拡大に注力しました。その結果、連結売上高は2,086百万円（対前年同四半期増減率5.8％減）と減収となりまし

た。また、利益面につきましては、退職給付費用の軽減及び原価低減などにより、営業利益は86百万円（同10.8％

増）、経常利益は87百万円（同19.0％増）、四半期純利益は51百万円（同21.2％増）と増益となりました。 

 なお、サービス分野別の売上高については、システムの企画／設計・開発フェーズで提供するシステム・ソリュ

ーションサービスは、保険業界向け案件の収束などにより、1,084百万円（同19.2％減）となりました。また、シ

ステムの稼働後に提供するシステム・メンテナンスサービスは、クレジット業界向け及びシステム基盤案件の継続

受注などにより、1,002百万円（同14.7％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は7,146百万円と前連結会計年度末（7,172百万円）と比較し26百万円減

少しました。主な要因は、長期預金が200百万円増加するなど固定資産合計が180百万円増加した一方、売掛金が

162百万円減少するなど流動資産合計が207百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は2,175百万円と前連結会計年度末（2,192百万円）と比較し17百万円減少しました。主な要因は、流動

負債のその他に含まれている預り金が107百万円増加した一方、賞与引当金が196百万円減少するなど流動負債合計

が21百万円減少したことによるものであります。 

 純資産合計は4,971百万円と前連結会計年度末（4,980百万円）と比較し９百万円減少しました。主な要因は、剰

余金の配当60百万円による減少及び当四半期純利益51百万円の計上による増加であります。 

    

（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月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に開示いたしました予想数値に変更はありま

せん。 

   

（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 

税金費用の計算   

 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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 3,265,136 3,155,266

売掛金 1,247,646 1,084,674

仕掛品 22,839 89,854

その他 260,216 258,985

流動資産合計 4,795,838 4,588,781

固定資産   

有形固定資産 79,466 76,301

無形固定資産 37,207 34,585

投資その他の資産   

長期預金 1,170,000 1,370,000

その他 1,092,690 1,079,345

貸倒引当金 △2,371 △2,371

投資その他の資産合計 2,260,318 2,446,974

固定資産合計 2,376,993 2,557,861

資産合計 7,172,831 7,146,642

負債の部   

流動負債   

買掛金 251,990 266,105

賞与引当金 445,526 249,133

役員賞与引当金 8,150 2,950

受注損失引当金 － 5,000

その他 398,725 559,302

流動負債合計 1,104,392 1,082,491

固定負債   

退職給付引当金 975,435 993,704

その他 112,940 99,440

固定負債合計 1,088,375 1,093,144

負債合計 2,192,768 2,175,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 689,044 689,044

資本剰余金 665,722 665,722

利益剰余金 4,507,170 4,497,529

自己株式 △882,807 △882,862

株主資本合計 4,979,130 4,969,434

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 933 1,572

その他の包括利益累計額合計 933 1,572

純資産合計 4,980,063 4,971,006

負債純資産合計 7,172,831 7,146,642
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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 2,216,255 2,086,691

売上原価 1,851,766 1,716,959

売上総利益 364,488 369,732

販売費及び一般管理費 286,691 283,533

営業利益 77,797 86,198

営業外収益   

受取利息 987 632

保険返戻金 4,412 －

保険配当金 32 594

その他 451 431

営業外収益合計 5,884 1,658

営業外費用   

保険解約損 9,804 －

自己株式取得費用 － 1

その他 38 －

営業外費用合計 9,842 1

経常利益 73,838 87,856

税金等調整前四半期純利益 73,838 87,856

法人税等 31,527 36,579

少数株主損益調整前四半期純利益 42,310 51,277

四半期純利益 42,310 51,277
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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 42,310 51,277

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △612 638

その他の包括利益合計 △612 638

四半期包括利益 41,698 51,915

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 41,698 51,915

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

   

 当社グループは、バリュー・ソリューションサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。  

   

 生産、受注及び販売の実績 

当社グループの事業は、バリュー・ソリューションサービス事業単一でありますが、サービス分野別の生産、受注及

び販売の状況を示すと、次のとおりであります。 

  

①生産実績 

（注）上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高は「受注・売上管理規則」に基づき個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領したと

きをもって計上しております。 

（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）

（セグメント情報等）

４.補足情報

サービス分野別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  1,154,585  △17.3

システム・メンテナンスサービス(千円)  1,016,738  16.7

合計(千円)  2,171,324  △4.3

サービス分野別 

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） 

受注高 
対前年同四半期 

増減率（％） 
受注残高 

対前年同四半期 

増減率（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  977,011  △36.4  743,767  △30.2

システム・メンテナンスサービス(千円)  1,034,594  12.3  638,967  16.1

合計(千円)  2,011,606  △18.1  1,382,734  △14.5
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③販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

また、業種別販売実績は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

サービス分野別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  1,084,462  △19.2

システム・メンテナンスサービス(千円)  1,002,229  14.7

合計(千円)  2,086,691  △5.8

業種別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

金融 

銀行(千円)  338,262  8.6

証券(千円)  199,527  △9.4

保険(千円)  1,043,419  △17.4

金融小計(千円)  1,581,209  △11.9

非金融 

公共(千円)  138,755  33.4

流通(千円)  84,680  18.7

クレジット(千円)  141,497  40.7

その他(千円)  140,549  △3.6

非金融小計(千円)  505,482  19.9

合計(千円)  2,086,691  △5.8
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