
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,257  6.3  170  92.1  167  49.5  46  △18.9

22年３月期第１四半期  2,123  7.9  88  △10.7  111  3.3  57  22.2

  
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 

23年３月期第１四半期  9  15        －

22年３月期第１四半期  22  57        －

  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 

23年３月期第１四半期  5,291  3,825  72.0  752  02

22年３月期  5,490  3,922  71.1  1,542  09

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,809百万円 22年３月期 3,906百万円

  
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 

22年３月期        －  0 00      － 50 00  50  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  0 00      － 25 00  25  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  4,400  3.9  300  13.1  304  4.8  64  △58.5  12  63

通期  9,200  5.7  675   6.0  680  3.0  263  △24.6  51  91



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、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

前提となる仮定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

の連結業績等に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．平成22年３月31日現在の株主に対し平成22年４月１日付けをもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

しております。なお、「３．平成23年３月期の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を

考慮しております。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 5,093,280株 22年３月期 2,546,640株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 27,171株 22年３月期 13,575株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,066,109株 22年３月期１Ｑ 2,533,231株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国を中心とする新興国に牽引される形で輸出企業を中心

に、緩やかな回復の動きが続いております。しかしながら、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念、金融資本

市場の変動やデフレの影響等の景気を下押しするリスクは存在し、依然として景気の先行きには予断を許さない

状況となっております。 

 情報サービス産業界におきましては、顧客企業における内製化やＩＴ投資抑制の傾向が依然として強く、需 

要の減少と企業間競争の激化による価格低下が進む等、引き続き厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、既存顧客からの継続案件の維持・拡大及び生命保険会

社向け案件の拡大に伴い、特に金融業向けサービスを中心に売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの連結売上高は2,257百万円（前年同期比6.3％増）となりました。また、連結営業利

益は170百万円（同92.1％増）、連結経常利益は167百万円（同49.5％増）、投資有価証券評価損および資産除去

債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上した結果、連結四半期純利益は46百万円（同18.9％減）とな

りました。 

 事業の品目別の業績を示すと次のとおりであります。 

 （システムインテグレーション・サービス） 

  金融業向けサービスを中心に、売上高は1,229百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

 （システムアウトソーシング・サービス） 

 流通業向けのシステム運用管理サービスが堅調に推移した結果、売上高は454百万円（同3.7％増）となりま

した。 

 （プロフェッショナル・サービス） 

 通信業向けの情報インフラ構築サービス・金融業向けの統合運用管理サービスが拡大したことに伴い、売上

高は573百万円（同19.8％増）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は5,291百万円となり、前連結会計年度末と比較して198百万円の

減少となりました。これは主に、売上債権の減少によるものです。また、負債合計は1,466百万円となり、前連結

会計年度末と比較して101百万円の減少となりました。これは主に、法人税等の支払によるものです。純資産は

3,825百万円となり、前連結会計年度末と比較して97百万円の減少となりました。これは主に、剰余金の配当によ

るものです。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は240百万円（前年同四半期比182百万円増）となりました。これは主に、税金等調

整前四半期純利益の計上額96百万円、売上債権の減少額287百万円等の資金増加、法人税等の支払額158百万円等

の資金減少によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は141百万円（同61百万円増）となりました。これは主に、有価証券の償還による収

入150百万円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は95百万円（同８百万円増）となりました。これは主に、配当金の支払額94百万円

によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く厳しい環境は当面継続するものと考えられますが、当第１四半期における業績は概ね計

画どおり推移しており、前回発表（平成22年４月28日）の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想に変

更はありません。 

 なお、平成24年３月末に税制適格退職年金制度が廃止されることを受け、平成22年8月に確定給付年金制度へ移

行すると共に、ポイント制退職金への制度改定を行います。これに伴い、平成23年３月期第２四半期において、特

別損失として210百万円の過去勤務債務を計上いたします。   

 上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在するさまざ

まな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要  

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ873千円、税金等調整前四半期純利益は22,406千円減少しており

ます。 

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,175,195 1,888,618

売掛金 1,554,453 1,841,627

有価証券 350,000 400,000

仕掛品 25,611 16,209

その他 155,250 189,095

貸倒引当金 △184 △2,439

流動資産合計 4,260,325 4,333,112

固定資産   

有形固定資産 109,460 95,910

無形固定資産 3,669 3,685

投資その他の資産   

投資有価証券 448,345 631,222

その他 469,851 426,382

投資その他の資産合計 918,197 1,057,604

固定資産合計 1,031,327 1,157,200

資産合計 5,291,653 5,490,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 387,757 407,666

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 52,122 168,048

賞与引当金 154,251 218,319

役員賞与引当金 8,135 37,888

その他 310,701 219,082

流動負債合計 1,192,968 1,331,005

固定負債   

退職給付引当金 50,090 52,040

役員退職慰労引当金 185,938 184,662

資産除去債務 37,385 －

固定負債合計 273,414 236,703

負債合計 1,466,382 1,567,708
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,341,326 2,421,607

自己株式 △24,313 △24,297

株主資本合計 3,794,009 3,874,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,553 38,411

為替換算調整勘定 △6,763 △6,497

評価・換算差額等合計 15,789 31,914

少数株主持分 15,470 16,383

純資産合計 3,825,270 3,922,604

負債純資産合計 5,291,653 5,490,313
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,123,253 2,257,978

売上原価 1,809,859 1,870,621

売上総利益 313,394 387,356

販売費及び一般管理費   

役員賞与引当金繰入額 6,450 8,067

賞与引当金繰入額 12,279 12,123

退職給付費用 1,553 1,572

役員退職慰労引当金繰入額 3,909 4,015

その他 200,277 190,714

販売費及び一般管理費合計 224,469 216,492

営業利益 88,924 170,864

営業外収益   

受取利息 2,896 1,462

受取配当金 4,431 5,015

投資有価証券評価損戻入益 17,793 －

その他 311 553

営業外収益合計 25,432 7,030

営業外費用   

支払利息 1,230 942

支払手数料 1,059 997

投資有価証券評価損 － 8,409

その他 161 214

営業外費用合計 2,452 10,564

経常利益 111,905 167,330

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,132 2,255

特別利益合計 1,132 2,255

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,533

特別損失合計 － 73,098

税金等調整前四半期純利益 113,038 96,487

法人税、住民税及び事業税 16,178 49,754

法人税等調整額 39,453 909

法人税等合計 55,631 50,664

少数株主損益調整前四半期純利益 － 45,823

少数株主利益又は少数株主損失（△） 221 △548

四半期純利益 57,184 46,371
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 113,038 96,487

減価償却費 4,438 5,663

引当金の増減額（△は減少） △70,836 △96,719

受取利息及び受取配当金 △7,328 △6,477

支払利息 1,230 942

投資有価証券評価損（△は戻入益） － 59,974

売上債権の増減額（△は増加） 158,893 287,026

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,125 △9,409

仕入債務の増減額（△は減少） △30,885 △19,909

その他 61,092 75,434

小計 200,517 393,013

利息及び配当金の受取額 6,840 6,748

利息の支払額 △835 △954

法人税等の支払額 △147,958 △158,031

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,564 240,775

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 100,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 － △2,778

投資有価証券の取得による支出 △3,514 △3,834

その他 △16,355 △2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,129 141,186

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △168 △15

配当金の支払額 △85,700 △94,752

少数株主への配当金の支払額 △225 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,093 △95,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 △161 △317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,438 286,576

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,896 1,618,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,535,335 1,905,195
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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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