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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第32期
第１四半期
累計期間

第33期
第１四半期
累計期間

第32期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 2,949,868 3,039,815 13,205,807

経常利益（千円） 57,089 121,303 555,482

四半期（当期）純利益（千円） 152,647 70,323 424,105

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 750,000 750,000 750,000

発行済株式総数（株） 4,395,000 4,395,000 4,395,000

純資産額（千円） 3,891,809 4,102,386 4,130,238

総資産額（千円） 6,229,077 7,143,084 7,546,163

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
34.73 16.00 96.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 30.00

自己資本比率（％） 62.4 57.4 54.7

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。

４. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

　(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復傾向が見られるものの、欧州債務問題や電力需給問

題の長期化等、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　情報サービス産業においても、震災を契機とする情報システムの安全性の見直しや、スマートフォン関連市場などの

新たな需要の拡大が見られる一方、企業のＩＴ化投資は全般的に抑制傾向にあり、依然として厳しい状況は続いてお

ります。　

  このような状況の下、当社はＩＴ基盤本部と産業本部を統合しＩＴソリューション本部として発足させ、ユーザー

企業との取引拡大に向けた受注体制を整備するとともに、営業機能を各本部ごとに配置し、積極的な受注活動を推進

してまいりました。

　この結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高は3,039,815千円（前年同四半期比3.0%増）、営業利益

は118,640千円（同126.2%増）、経常利益は121,303千円（同112.4%増）、四半期純利益は70,323千円（同53.9%減）と

なりました。　　　

　　

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ソフトウェア開発

  本格的な需要回復に至らない状況のなかで、既存顧客の基幹系システム開発案件などが順調に推移いたしました。

　この結果、売上高は1,850,716千円（前年同期比4.3%増）、セグメント利益は190,925千円（同22.8%増）となりまし

た。

　

②システム運用管理

　金融業・通信業向けを中心とした大口顧客への安定した案件を確保し、概ね順調に推移いたしました。

　この結果、売上高は954,714千円（前年同期比3.3%増）、セグメント利益は81,487千円（同24.1%増）となりました。

　

③システム機器販売

　ソフトウェア開発案件に関連する機器の販売を中心に推移いたしました。

　この結果、売上高は234,384千円（前年同期比6.5%減）、セグメント利益は458千円（前年同期はセグメント損失

5,686千円）となりました。

　

　

(2）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。

　

　

(3）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、63千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

 提出日現在発行数（株）
（平成24年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,395,000 4,395,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数　100株

計 4,395,000 4,395,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
　残高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 4,395,000－ 750,000 － 1,196,550

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　     200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,394,200 43,942 －

単元未満株式 普通株式  　   600 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 4,395,000 － －

総株主の議決権 － 43,942 －

　 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）

株式会社Minori

ソリューションズ　

東京都新宿区西新宿

二丁目４番１号
200     － 200 0.00

計 － 200     － 200 0.00

 

２【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,835,812 3,381,472

受取手形及び売掛金 ※1
 2,050,077

※1
 1,982,159

商品 2,806 11,687

仕掛品 116,528 264,092

その他 194,006 246,699

貸倒引当金 △2,057 △794

流動資産合計 6,197,174 5,885,318

固定資産

有形固定資産 238,750 226,960

無形固定資産

ソフトウエア 283,280 220,741

その他 17,928 18,102

無形固定資産合計 301,208 238,843

投資その他の資産

投資有価証券 380,313 364,578

その他 428,727 427,392

貸倒引当金 △11 △9

投資その他の資産合計 809,029 791,961

固定資産合計 1,348,988 1,257,766

資産合計 7,546,163 7,143,084

負債の部

流動負債

買掛金 1,066,537 920,523

短期借入金 866,660 876,660

未払法人税等 294,201 13,785

賞与引当金 199,999 49,421

その他 506,389 689,149

流動負債合計 2,933,788 2,549,539

固定負債

長期借入金 66,680 70,015

退職給付引当金 283,768 296,206

その他 131,687 124,938

固定負債合計 482,136 491,159

負債合計 3,415,924 3,040,698
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 1,196,550 1,196,550

利益剰余金 2,193,191 2,175,619

自己株式 △122 △165

株主資本合計 4,139,618 4,122,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,379 △19,616

評価・換算差額等合計 △9,379 △19,616

純資産合計 4,130,238 4,102,386

負債純資産合計 7,546,163 7,143,084
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（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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第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)

売上高 2,949,868 3,039,815

売上原価 2,614,849 2,671,761

売上総利益 335,018 368,053

販売費及び一般管理費 282,557 249,413

営業利益 52,460 118,640

営業外収益

受取利息 140 106

受取配当金 2,958 3,030

受取保険金 2,000 －

貸倒引当金戻入額 934 1,265

その他 806 720

営業外収益合計 6,839 5,123

営業外費用

支払利息 2,038 2,088

その他 172 372

営業外費用合計 2,210 2,460

経常利益 57,089 121,303

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,280

退職給付制度改定益 ※1
 203,564 －

特別利益合計 203,564 1,280

特別損失

固定資産売却損 － 4,447

投資有価証券売却損 － 392

投資有価証券評価損 150 405

特別損失合計 150 5,245

税引前四半期純利益 260,503 117,338

法人税、住民税及び事業税 2,721 2,716

法人税等調整額 105,133 44,298

法人税等合計 107,855 47,015

四半期純利益 152,647 70,323

EDINET提出書類

株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ(E05638)

四半期報告書

 9/15



【会計方針の変更等】

　  （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することとしております。

　なお、これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。

　

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１．四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期

会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含ま

れております。

　

　
　　　    前事業年度

　   （平成24年３月31日）

　   当第１四半期会計期間

　    （平成24年６月30日）

受取手形 　　　　　　   3,529千円 　　　　　  　　4,512千円

　

　

　

　

（四半期損益計算書関係）

※１.退職給付制度間の移行に伴う退職給付制度改定益　

  前第１四半期累計期間の退職給付制度改定益は、平成23年６月６日をもって適格退職年金制度を廃止し、これに伴

い同制度に「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成14年１月31日）を

適用したことにより計上したものであります。　

　

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成23年４月１日
　至  平成23年６月30日）

当第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）

減価償却費 　　　　104,661千円 　　　　　81,395千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年５月27日

取締役会
普通株式 43,947 10  平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

２. 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第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．配当に関する事項

配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年５月25日

取締役会
普通株式 87,895 20  平成24年３月31日 平成24年６月12日利益剰余金

２. 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）

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　

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

合計
調整額　　　（注）

１

四半期

損益計算書

計上額

（注）２

ソフトウェア

開発

システム

運用管理

システム

機器販売

売上高             

外部顧客への売上高 1,774,835924,409250,6222,949,868 － 2,949,868
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 1,774,835924,409250,6222,949,868 － 2,949,868

セグメント利益又は損

失（△）
155,46165,646△5,686215,420△162,959 52,460

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△162,959千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理統括部門等に係る費用であります。

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。

　

Ⅱ　当第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）

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　

　 （単位：千円）

 

報告セグメント

合計
調整額　　　

（注）１

四半期

損益計算書

計上額

（注）２

ソフトウェア

開発

システム

運用管理

システム

機器販売

売上高             

外部顧客への売上高 1,850,716954,714234,3843,039,815 － 3,039,815
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 1,850,716954,714234,3843,039,815 － 3,039,815

セグメント利益 190,92581,487 458 272,870△154,230 118,640

（注）１．セグメント利益の調整額△154,230千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。　　

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理統括部門等に係る費用であります。

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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第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株当たり四半期純利益金額 34円73銭 16円00銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 152,647 70,323

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 152,647 70,323

普通株式の期中平均株式数（株） 4,394,780 4,394,773

（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。
　

２【その他】

　　平成24年５月25日開催の取締役会において、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………87,895千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………20円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成24年６月12日

　    （注）平成24年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　 　 　平成24年８月８日

株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 　

　取締役会　御中 　 　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　 辻内　　章　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　 阪田　大門　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Minoriソ

リューションズの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第33期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Minoriソリューションズの平成24年６月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半　

　期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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