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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 13,056 7.7 580 5.8 643 6.4 212 △1.4
24年３月期第３四半期 12,127 2.6 548 △20.4 604 △22.4 215 △45.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 398百万円( 220.7％) 24年３月期第３四半期 124百万円(△81.6％)

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 25.50 25.45
24年３月期第３四半期 25.63 25.58

（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 ％

25年３月期第３四半期 14,455 9,414 63.0
24年３月期 13,233 8,831 66.7

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 9,102百万円 24年３月期 8,827百万円

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

24年３月期 － 9.00 － 9.00 18.00
25年３月期 － 10.00 －

25年３月期(予想) 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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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

通期 18,500 10.8 1,000 40.1 1,000 25.1 530 144.4 63.72

(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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） カゴヤ・ジャパン株式会社 、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 ： 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

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別
することが困難な場合」に該当しております。詳細は添付資料４ページ「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・修正再表示をご覧下さい。

（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) 25年３月期３Ｑ 9,008,560株 24年３月期 9,008,560株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 687,903株 24年３月期 690,503株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 8,319,501株 24年３月期３Ｑ 8,393,070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）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降の復興需要や個人消費の持ち直

しにより一時回復の動きが見られたものの、その後の欧州の債務問題等を背景とした世界経済の低迷や

円高の長期化、また近隣諸国との外交問題等の影響により、先行き不透明な状況が続きました。しかし

ながら、昨年末の政権交代により、新政権のデフレ脱却政策に対する期待感等から、年明けにかけては

円安、株価上昇の基調となっており、今後の景気回復に向けた期待感が表れております。 

当情報サービス業界におきましては、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

しが見られます。またクラウドコンピューティング、アウトソーシング等の情報サービスにおける形態

の変化や、スマートフォン、タブレット端末といったスマートデバイスの急速な普及が進む中で、次世

代を担う新たな分野における市場拡大も期待されております。 

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と同様に「原点回帰」を掲

げ、昨年３月に発表いたしました中期経営計画「Rising to the Future」のもと、人材力の強化を図

り、ストックビジネスの拡大と新規ビジネスの開拓を目指して今期の事業をスタートいたしました。昨

年４月にはカゴヤ・ジャパン株式会社を連結子会社化し、データセンター事業との融合による新たなサ

ービス事業の確立に向けた取り組みを開始するなど、更なるグループシナジーの強化に向けた事業活動

を展開しております。 

業績面につきましては、一部の大型案件の終了や既存顧客の受注縮小があったものの、ソフトウェア

開発事業における金融、証券、物流業向け案件や、前期より本格展開しておりますソリューションビジ

ネスの伸張、また昨年４月に連結子会社となったカゴヤ・ジャパン株式会社の業績寄与により、売上高

130億56百万円（前年同四半期比7.7％増）となりました。 

利益面につきましては、ソフトウェア開発事業において発生した一部不採算プロジェクトや、半導体

関連事業の利益減の影響はあったものの、情報処理サービス事業の増収増益に伴う売上総利益の増加及

び販管費等のコスト抑制により、営業利益５億80百万円（前年同四半期比5.8％増）、経常利益６億43

百万円（前年同四半期比6.4％増）となりました。四半期純利益につきましては、少数株主利益等の影

響により、前年並みの２億12百万円（前年同四半期比1.4％減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

・ソフトウェア開発事業は、一部の大型案件の終了や既存顧客の受注縮小があったものの、金融、証

券、物流業向け案件の増加や、医療、モバイル関連を初めとするソリューションビジネスの伸張等に

より、売上高は68億59百万円（前年同四半期比0.8％増）となりました。しかしながらセグメント利

益（営業利益）につきましては、前期からは改善したものの、一部不採算プロジェクトの影響により

１億32百万円の損失（前年同四半期は１億63百万円の損失）となりました。 

  

・情報処理サービス事業は、一部の既存顧客における受注案件はやや減少したものの、新規顧客の開拓

や昨年４月に連結子会社となったカゴヤ・ジャパン株式会社の業績寄与により、売上高は41億46百万

円（前年同四半期比33.2％増）、セグメント利益（営業利益）は５億76百万円（前年同四半期比

12.3％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、組み込みソフトウェア事業はほぼ前年並みに推移し

たものの、半導体関連事業において、受注が当初の想定をやや下回ったことにより、売上高は20億49

百万円（前年同四半期比7.3％減）となりました。利益面につきましても、受注減に伴う稼働率の低

下やオフショア案件の縮小に加え、事業基盤の強化に向けた新卒採用により、労務費・教育研修費等

の経費が増加した結果、セグメント利益（営業利益）は１億35百万円（前年同四半期比31.5％減）と

なりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は144億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億

22百万円増加いたしました。 

流動資産は77億91百万円となり、５億20百万円減少いたしました。主な要因は仕掛品が９億80百万円

増加したものの、現金及び預金が９億81百万円、受取手形及び売掛金が３億66百万円減少したこと等に

よるものであります。 

固定資産は66億63百万円となり、17億43百万円増加いたしました。  

有形固定資産は29億38百万円となり、13億93百万円増加いたしました。主な要因は連結子会社の増加

及び設備投資等により建物及び構築物(純額)が４億13百万円、工具、器具及び備品(純額)が２億26百万

円、リース資産(純額)が５億80百万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５億20百万円となり、２億25百万円増加いたしました。主な要因は連結子会社ののれ

んが２億50百万円増加したこと等によるものであります。 

投資その他の資産は32億４百万円となり、１億24百万円増加いたしました。主な要因は投資有価証券

が２億９百万円増加したこと等によるものであります。  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は50億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億

40百万円増加いたしました。 

流動負債は25億15百万円となり、３億９百万円減少いたしました。主な要因は連結子会社の増加等に

より１年内返済予定の長期借入金が１億28百万円、リース債務が２億11百万円増加したものの、支払手

形及び買掛金が３億70百万円、賞与引当金が２億42百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は25億26百万円となり、９億49百万円増加いたしました。主な要因は連結子会社の増加等に

より長期借入金が２億33百万円、リース債務が４億35百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は94億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億82

百万円増加いたしました。主な要因は、連結子会社の増加により少数株主持分が３億７百万円、利益剰

余金が１億25百万円、その他有価証券評価差額金が１億49百万円、増加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66.7％から63.0％となりました。  

  

当連結会計年度（平成25年３月期）の業績予想につきましては、平成24年４月27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）連結財政状態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
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当社は、カゴヤ・ジャパン株式会社の株式を、株式譲受及び新株発行による第三者割当により平成24

年４月４日に取得し、連結子会社といたしました。 

前連結会計年度末において当社の連結子会社でありました、ＴＤＩコンサルティング・ソリューショ

ンズ株式会社は、平成24年４月17日開催の同社の臨時株主総会にて解散を決議したため、連結子会社に

該当しなくなりました。 

  

該当事項はありません。  

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

なお、この変更による影響は軽微であります。 

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 4,064,588 3,083,038

受取手形及び売掛金 2,891,131 2,525,098

有価証券 528,969 358,959

商品及び製品 11,755 7,059

仕掛品 127,484 1,108,400

原材料及び貯蔵品 6,600 55,302

その他 732,429 670,862

貸倒引当金 △50,459 △16,888

流動資産合計 8,312,500 7,791,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,713,743 2,230,390

減価償却累計額 △955,155 △1,058,428

建物及び構築物（純額） 758,587 1,171,961

工具、器具及び備品 567,365 963,410

減価償却累計額 △314,492 △483,565

工具、器具及び備品（純額） 252,873 479,845

土地 490,405 701,114

リース資産 11,432 957,120

減価償却累計額 △5,944 △371,440

リース資産（純額） 5,487 585,679

建設仮勘定 37,758 －

有形固定資産合計 1,545,113 2,938,601

無形固定資産   

のれん 15,032 265,207

その他 280,393 255,416

無形固定資産合計 295,426 520,623

投資その他の資産   

投資有価証券 1,869,824 2,079,221

その他 1,214,238 1,183,330

貸倒引当金 △4,052 △58,081

投資その他の資産合計 3,080,010 3,204,470

固定資産合計 4,920,550 6,663,695

資産合計 13,233,051 14,455,528
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(単位：千円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,073,770 702,796

1年内返済予定の長期借入金 － 128,484

1年内償還予定の社債 － 30,000

リース債務 2,743 214,028

未払法人税等 293,536 136,725

賞与引当金 613,797 371,658

事務所移転損失引当金 52,129 －

その他 788,820 931,573

流動負債合計 2,824,797 2,515,266

固定負債   

社債 － 40,000

長期借入金 － 233,360

リース債務 2,743 438,353

退職給付引当金 1,571,411 1,732,899

役員退職慰労引当金 － 79,380

長期未払金 1,610 1,610

その他 582 582

固定負債合計 1,576,348 2,526,186

負債合計 4,401,145 5,041,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,777,043 1,775,125

利益剰余金 6,046,440 6,172,168

自己株式 △510,320 △508,399

株主資本合計 9,195,030 9,320,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 308,192 457,856

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

為替換算調整勘定 － △482

その他の包括利益累計額合計 △367,625 △218,443

少数株主持分 4,500 311,757

純資産合計 8,831,905 9,414,075

負債純資産合計 13,233,051 14,455,528
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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：千円)

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 12,127,994 13,056,123

売上原価 9,625,249 10,159,040

売上総利益 2,502,744 2,897,082

販売費及び一般管理費 1,953,962 2,316,521

営業利益 548,782 580,561

営業外収益   

受取利息 5,649 3,814

受取配当金 19,389 23,979

不動産賃貸料 7,624 6,971

持分法による投資利益 － 2,801

生命保険配当金 250 10,691

保険事務手数料 5,874 5,846

受取保険金 14,160 －

保険解約益 18,729 35,361

その他 10,515 28,921

営業外収益合計 82,193 118,388

営業外費用   

支払利息 － 20,042

不動産賃貸費用 18,727 17,788

持分法による投資損失 2,659 －

その他 5,117 17,977

営業外費用合計 26,504 55,808

経常利益 604,470 643,141

特別損失   

固定資産除売却損 57 2,202

減損損失 － 8,419

投資有価証券評価損 71,795 －

関係会社整理損 － 353

貸倒引当金繰入額 － 16,487

ゴルフ会員権評価損 6,935 8,864

事務所移転費用 15,790 30,337

その他 － 1,750

特別損失合計 94,579 68,414

税金等調整前四半期純利益 509,891 574,727

法人税、住民税及び事業税 242,061 262,012

法人税等調整額 52,720 63,440

法人税等合計 294,782 325,452

少数株主損益調整前四半期純利益 215,108 249,274

少数株主利益 － 37,141

四半期純利益 215,108 212,133
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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：千円)

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 215,108 249,274

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △90,920 149,664

為替換算調整勘定 － △688

その他の包括利益合計 △90,920 148,975

四半期包括利益 124,187 398,249

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,187 361,315

少数株主に係る四半期包括利益 － 36,934
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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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年１月17日開催の臨時取締役会において、当社の100％連結子会社であるＴＤＩビジ

ネスシステムズ株式会社（以下、「ＴＤＩＢＳ」といいます）を吸収合併すること及びＴＤＩＢＳに対

する債権を放棄することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。 

  

ＴＤＩＢＳは、平成21年に九州並びに周辺地域の営業力強化を目的とした、地域特化型の子会社

として設立いたしました。このたび当社では、事業体制の合理化によるグループ経営の効率化及び

収益構造の強化を図るため、ＴＤＩＢＳを吸収合併することを決定いたしました。 

  

名称       ：ＴＤＩビジネスシステムズ株式会社 

本店所在地    ：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号 

代表者の役職・氏名：代表取締役社長  西井 克彦 

事業内容     ：ソフトウェア開発、情報処理サービス 

資本金の額    ：20百万円 

事業年度の末日  ：３月31日 

  

合併決議の取締役会   ：平成25年１月17日 

合併契約の締結     ：平成25年１月17日 

合併予定日（効力発生日）：平成25年３月１日（予定） 

（注）当社及びＴＤＩＢＳは、会社法第796 条第３項及び同法第784 条第１項の規定に基づき、株

主総会の承認を必要としない簡易合併及び略式合併を行います。 

  

当社を吸収合併存続会社、ＴＤＩＢＳを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行います。なお、Ｔ

ＤＩＢＳは債務超過を解消することが困難であるため、本合併に先立ち当社がＴＤＩＢＳに対して

有する債権を放棄し、債務超過状態を解消した後に合併いたします。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

① 合併の目的

② 合併の概要

a 対象となった企業の概要

b 合併の日程

c 合併の法的形式
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当社100％子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併

交付金の支払いはありません。 

  

ＴＤＩＢＳは新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

  

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期の変更は

ございません。 

  

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。 

なお、本合併による連結業績への影響は軽微です。 

  

d 合併に係る割当ての内容

e 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

f 合併後の状況

③ 会計処理の概要
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