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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 ％

25年３月期第３四半期 22,517 1.5 840 △36.4 823 △38.5 505 46.3

24年３月期第３四半期 22,192 △2.1 1,321 △15.5 1,337 △16.9 345 △59.9

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 508百万円（ ％）51.9 24年３月期第３四半期 334百万円（ ％）△60.7

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

25年３月期第３四半期 42.83 －

24年３月期第３四半期 29.27 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 28,394 18,212 63.9

24年３月期 31,565 18,023 56.9

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 18,133百万円 24年３月期 17,946百万円

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

24年３月期 － 13.50 － 13.50 27.00

25年３月期 － 13.50 －

25年３月期（予想） 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、対前期増減率）

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

通期 31,000 2.1 1,600 △1.2 1,530 △6.5 880 169.4 74.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※ 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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修

正再表示」をご覧ください。

（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 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 11,800,000株 24年３月期 11,800,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 448株 24年３月期 448株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 11,799,552株 24年３月期３Ｑ 11,799,623株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

（概況）

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで、以下同じ）における日本国内の経済

環境は、震災後の復興需要等を背景として企業活動は徐々に回復しつつありましたが、世界経済の減速や長期化す

る円高の影響により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。企業のＩＣＴ(Information and Communication 

Technology)需要は、スマートデバイス（スマートフォン、タブレット等）の急速な普及とクラウドビジネスの拡

大を背景として持ち直しの兆しがみえました。

このような状況のなかで、当社グループは、変化する顧客ニーズへの対応と高品質なサービスの提供を目指し

て、自社製品やソリューションビジネスの拡販、新分野への参入による新規商談の獲得等に努めました。その結

果、売上高は22,517百万円（前年同期比1.5％増）と前年同期の水準を上回ることができました。

しかしながら、利益面では、事業環境が厳しいなかで戦略的に新規商談の獲得に努めたこと、また顧客企業から

厳しい値引き要請を受けたこと等により全般的に開発原価が上昇し、一部に不採算案件も発生したため、営業利益

は840百万円（同36.4％減）、経常利益は823百万円（同38.5％減）となり、前年同期を下回る結果となりました。

また、四半期純利益は505百万円（同46.3％増）となり、法人税率引き下げに伴い繰延税金資産の取り崩しを計上

した前年同期と比較して増加しました。

（百万円）

１．当四半期決算に関する定性的情報

平成24年３月期

第３四半期累計

平成25年３月期

第３四半期累計

前年同期比

百分比 百分比 増減額 増減率

売上高 22,192 100.0% 22,517 %100.0 325 %1.5

売上原価 18,499 83.4% 19,429 %86.3 930 %5.0

売上総利益 3,692 16.6% 3,087 %13.7 △605 %△16.4

販売費及び一般管理費 2,371 10.6% 2,247 %10.0 △124 %△5.2

営業利益 1,321 6.0% 840 %3.7 △481 %△36.4

経常利益 1,337 6.0% 823 %3.7 △514 %△38.5

特別損失 － － 13 %0.1 13 －

税金等調整前四半期純利益 1,337 6.0% 809 %3.6 △528 %△39.5

四半期純利益 345 1.6% 505 %2.2 160 %46.3
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[事業区分別売上高]

（百万円）

※事業区分別の見直しを行っており平成24年３月期第３四半期の事業区分は組み替えています。

（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。

事業区分別の売上高について、通信キャリアシステムでは、新分野への参入をはかり情報メディア関連の開発案

件を継続して受注したほか、エネルギー等の分野での新規顧客の開拓に努めましたが、大手通信キャリア向けＳＩ

の大規模システム開発の一巡や規模縮小・開発延伸が生じた結果、売上高は7,556百万円（前年同期比6.6%減）と

なり、前年同期を下回ることとなりました。

民需システム分野では、製造業向けＰＬＭソリューションや建設業向けＥＲＰソリューション「CAP21」、医

療・製薬ソリューション等の各種ソリューションを提供しました。また、ＳＡＰビジネスの体制を強化し、関連商

談の獲得に努めました。しかしながら、顧客企業のＩＴ投資の抑制や先送りにより事業環境が厳しく、売上高は

4,080百万円（同11.7%減）と前年同期より減少しました。

公共・金融システム分野では、大規模システム商談が減少し、金融機関向け開発案件の受注が延伸した影響を受

けましたが、官公庁向けシステムの維持・管理案件や開発案件を継続して提供したことにより、売上高は3,309百

万円（同5.1%増）となりました。

エンベデッドシステム分野においては、スマートフォン関連では開発・評価作業や端末受入評価を、またカー・

エレクトロニクス関連ではカーナビや制御システムの開発を継続して提供しました。さらにデジタルカメラ等のフ

ォトイメージングやアミューズメント機器関連の開発を提供したことにより、売上高は4,540百万円（同24.1%増）

と増加しました。

平成24年３月期

第３四半期累計

平成25年３月期

第３四半期累計

前年同期比

増減額 増減率

通信キャリアシステム 8,090 7,556 △534 %△6.6

民需システム 4,621 4,080 △540 %△11.7

公共・金融システム 3,149 3,309 159 %5.1

エンベデッドシステム 3,657 4,540 882 %24.1

サービス他 2,673 3,031 357 %13.4

合 計 22,192 22,517 325 %1.5

平成24年３月期 平成25年３月期 前年同期比

第３四半期累計 第３四半期累計 増減額 増減率

スマートデバイス 1,537 2,750 1,212 %78.9
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サービス等（スマートデバイスビジネスを含む）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

ングサービスは堅調に推移したものの、人材派遣サービスは低調に推移しました。また、スマートデバイスビジネ

スでは、ビジネスユース向けのWebサイト構築サービス等が堅調に推移し、セキュリティ製品「FENCE」シリーズの

販売やＳＩが増加しました。その結果、売上高は3,031百万円（同13.4%増）と増加しました。

スマートデバイス関連では、スマートデバイスの急速な普及に伴い各種ソリューション提供によるＳＩや、セキ

ュリティ製品「FENCE」シリーズのパッケージ販売が増加したことにより、全事業区分で総計したスマートデバイ

ス関連の売上高は2,750百万円（同78.9%増）となり、前年同期比では大幅に増加しました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主に預け金及び売掛債権等の減少等により、前連結会計期間末

に比べ3,170百万円減少し、28,394百万円となりました。負債は3,359百万円減少し、10,181百万円となりました。

これは主に退職給付信託3,000百万円を設定することにより、退職給付引当金の残高が同額減少したことによりま

す。純資産は188百万円増加し18,212百万円となり自己資本比率は63.9%となりました。

当第３四半期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3,199百万円増加し、

9,698百万円となりました。当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は

以下のとおりです。

（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、1,795百万円の減少（前年同期は486百万円の減少）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益809百万円、売上債権の減少1,669百万円があった一方、退職給付信託設定の影

響等に伴い退職給付引当金の減少2,688百万円等があったことによるものです。

（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、5,298百万円の増加（前年同期は3,215百万円の増加）となりました。

これは主に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金5,500百万円を払い戻した

ことによるものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資としております。）

（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、配当金の支払いを行ったことにより304百万円の減少となりました。

[キャッシュ・フローの状況]  （百万円）

平成24年３月期
第３四半期累計期間

平成25年３月期
第３四半期累計期間

前年同期比

営業キャッシュ・フロー △486 △1,795 △1,308

投資キャッシュ・フロー 3,215 5,298 2,082

財務キャッシュ・フロー △304 △304 0

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,631 9,698 3,066
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

売上を確保するために戦略的な商談の獲得に努めたことにより原価率が上昇したこと、及び顧客企業から値引き

要請を受けたことにより、通期の業績予想を以下のとおり変更しております。

[平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日）] （百万円）

※個別業績予想については、重要性が大きくないため記載を省略しております。

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、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

（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）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。

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

前回発表予想（A） 31,000 1,700 1,710 1,040 88円13銭

今回修正予想（B） 31,000 1,600 1,530 880 74円57銭

増減額（B-A） － △100 △180 △160 －

増減率（%） － △5.9 △10.5 △15.4 －

（ご参考）前期実績

（平成24年３月期）
30,350 1,619 1,635 326 27円68銭

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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 899 1,198

預け金 11,100 8,500

受取手形及び売掛金 11,675 10,007

たな卸資産 745 1,486

その他 1,140 1,186

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 25,560 22,378

固定資産

有形固定資産 1,998 2,016

無形固定資産 602 496

投資その他の資産

繰延税金資産 2,973 3,083

その他 492 475

貸倒引当金 △61 △56

投資その他の資産合計 3,404 3,502

固定資産合計 6,004 6,015

資産合計 31,565 28,394

負債の部

流動負債

買掛金 1,841 1,678

役員賞与引当金 8 6

受注損失引当金 － 326

その他 3,570 2,718

流動負債合計 5,420 4,729

固定負債

退職給付引当金 7,886 5,197

役員退職慰労引当金 59 77

資産除去債務 163 165

その他 11 11

固定負債合計 8,120 5,452

負債合計 13,541 10,181
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31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 12,977 13,162

自己株式 △0 △0

株主資本合計 17,959 18,144

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 2

為替換算調整勘定 △12 △12

その他の包括利益累計額合計 △12 △10

少数株主持分 77 78

純資産合計 18,023 18,212

負債純資産合計 31,565 28,394
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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３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 22,192 22,517

売上原価 18,499 19,429

売上総利益 3,692 3,087

販売費及び一般管理費 2,371 2,247

営業利益 1,321 840

営業外収益

受取利息 15 8

受取配当金 0 6

保険事務手数料 7 7

その他 1 2

営業外収益合計 24 24

営業外費用

和解金 － 24

為替差損 1 13

従業員等見舞金 5 －

その他 0 3

営業外費用合計 8 41

経常利益 1,337 823

特別損失

退職給付制度改定損 － 13

特別損失合計 － 13

税金等調整前四半期純利益 1,337 809

法人税等 993 302

少数株主損益調整前四半期純利益 344 507

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 1

四半期純利益 345 505
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（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 344 507

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 △8 △0

その他の包括利益合計 △9 1

四半期包括利益 334 508

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 340 506

少数株主に係る四半期包括利益 △5 1
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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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31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 1,337 809

減価償却費 271 293

退職給付引当金の増減額（△は減少） 334 △2,688

受注損失引当金の増減額（△は減少） 73 326

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 17

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △1

受取利息及び受取配当金 △16 △15

売上債権の増減額（△は増加） 424 1,669

たな卸資産の増減額（△は増加） △741 △745

仕入債務の増減額（△は減少） △107 △156

その他 △905 △673

小計 618 △1,163

利息及び配当金の受取額 16 15

法人税等の支払額 △1,120 △646

営業活動によるキャッシュ・フロー △486 △1,795

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 3,500 5,500

有形固定資産の取得による支出 △36 △96

無形固定資産の取得による支出 △225 △112

その他 △22 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,215 5,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △302 △304

少数株主への配当金の支払額 △2 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △304 △304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,419 3,199

現金及び現金同等物の期首残高 4,212 6,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,631 9,698
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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