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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 564 106.0 85 ― 85 ― 40 ―

23年3月期第1四半期 274 ― △49 ― △47 ― △27 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 16百万円 （△61.6％） 23年3月期第1四半期 44百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 706.62 695.11
23年3月期第1四半期 △478.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,677 2,325 85.8
23年3月期 2,848 2,376 82.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,296百万円 23年3月期  2,353百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 342.00 342.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 381.00 381.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成23年8月12日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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) 1,100 32.8 100 245.4 100 202.8 45 266.9 779.72
通期 2,200 8.8 200 7.7 200 △6.0 110 11.5 1,905.98



(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]P.３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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 
 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の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 
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]P２「１．当四半期の連結業績等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。 
 
２．上記１．平成24年3月期第１四半期の連結業績（1)連結経営成績（累計）の各数値のうち、前々四半期については連結財務諸表を作成していないため、前四
半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 60,032 株 23年3月期 59,992 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,106 株 23年3月期 2,279 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 57,074 株 23年3月期1Q 57,273 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、6月発表の日銀短観によると、東日本大震災の影響で足元の景

況感は大幅に悪化したものの、先行きに関しては生産活動が想定よりも早く回復するなど、原発問題の長期化や円

高、失業率の高止まり等のリスク要因は数多く存在しているものの、大企業製造業や非製造業で改善を見込み、既に

最悪期を脱し回復基調にあります。一方、当社の属する情報サービス業界についても、ソフトウェア投資動向(日銀

短観）によると、大企業、中堅企業を中心に前期比増加を見込んでおり、非常に緩やかながらも回復局面にありま

す。このような経営環境の下で、当第1四半期連結累計期間の当社の経営成績は下記のとおりとなりました。 

  

  

 特筆すべき事項をセグメントごとに記載すると下記のとおりです。 

①コンサルティング事業については、前期から継続して公共、製造業等を中心とする既存顧客からのリピートオ

ーダーの大幅な拡大により、当第1四半期連結累計期間の当該事業の受注高は1,112,795千円と高水準になるとと

もに、売上高は第1四半期連結累計期間としては過去最高の508,960千円（前年同期比159.5％増）となりまし

た。 

  
②ソフトウェア事業については、主力製品である流通BMS（ビジネスメッセージ標準）市場向けのUMLaut/J-XML

（ウムラウト/ジェイエックスエムエル）関連事業において、ライセンス保守収益の積み上げはあったものの、

前期程度の大型案件の受注・検収は当四半期にはなかったことから、当該事業の第1四半期連結累計期間の売上

高は前年同期比28.5％減少の55,908千円に留まりました。 

  

③損益面については、特に好調なコンサルティング事業での売上高の伸長により、営業利益は85,434千円、経常

利益は85,611千円及び四半期純利益は40,329千円といずれも第1四半期連結累計期間としては過去最高益となり

ました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債及び純資産の状況 

総資産は、主に季節的な資金需要の逼迫による余剰資金（現金及び預金、有価証券）の減少により前連結会計年度末

比171,044千円減少の2,677,202千円となりました。また、負債（流動負債）については、主に法人税等の支払いによ

る未払法人税等の減少や賞与の支払いによる賞与引当金の減少により、前連結会計年度末比120,640千円減少の

351,225千円となりました。純資産は、自己株式の取得等により前連結会計年度末比50,403千円減少の2,325,976千円

となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成23年5月12日付公表の予想数値から変更しております。

詳細につきましては、本日付、別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高 千円 564,869 （前年同期比106.0％増） 

営業利益 千円 85,434 （前年同期 営業損失49,151千円） 

経常利益 千円 85,611 （前年同期 経常損失47,550千円） 

四半期純利益 千円 40,329 （前年同期 四半期純損失27,405千円） 
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 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。ただし、当

該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する

方法によっております。 

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 995,945 1,127,878

売掛金 926,651 899,669

有価証券 399,547 100,000

仕掛品 32,279 59,674

その他 146,583 159,838

流動資産合計 2,501,008 2,347,061

固定資産   

有形固定資産 16,172 16,208

無形固定資産 8,492 21,072

投資その他の資産   

投資有価証券 230,524 180,229

その他 92,048 112,629

投資その他の資産合計 322,573 292,859

固定資産合計 347,238 330,140

資産合計 2,848,246 2,677,202

負債の部   

流動負債   

未払金 121,207 104,638

未払費用 78,280 48,444

賞与引当金 112,048 44,241

受注損失引当金 － 135

未払法人税等 134,365 39,847

その他 25,965 113,919

流動負債合計 471,866 351,225

負債合計 471,866 351,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 817,360 817,935

資本剰余金 1,157,789 1,158,364

利益剰余金 452,484 473,076

自己株式 △59,965 △108,768

株主資本合計 2,367,668 2,340,606

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △13,782 △43,612

その他の包括利益累計額合計 △13,782 △43,612

少数株主持分 22,493 28,981

純資産合計 2,376,380 2,325,976

負債純資産合計 2,848,246 2,677,202
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 274,252 564,869

売上原価 215,965 347,839

売上総利益 58,286 217,030

販売費及び一般管理費 107,438 131,595

営業利益又は営業損失（△） △49,151 85,434

営業外収益   

有価証券利息 1,352 934

受取配当金 428 －

業務受託料 － 300

その他 4 49

営業外収益合計 1,784 1,283

営業外費用   

自己株式取得費用 － 1,101

その他 183 5

営業外費用合計 183 1,107

経常利益又は経常損失（△） △47,550 85,611

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,881 －

リース解約損 － 1,044

特別損失合計 4,881 1,044

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△52,432 84,567

法人税等 △23,455 37,749

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△28,976 46,817

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,570 6,488

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,405 40,329
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △28,976 46,817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 73,174 △29,830

その他の包括利益合計 73,174 △29,830

四半期包括利益 44,198 16,987

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 45,768 10,499

少数株主に係る四半期包括利益 △1,570 6,488
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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
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