
  

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 

  

      

  

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
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コード番号 4685  ＵＲＬ  http://www.ryoyu.co.jp 

代表者          （役職名） 取締役社長 （氏名）富田 敏德 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員経理部長 （氏名）山本 陽茂 （ＴＥＬ）  03-5421-5811 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （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  6,257  △12.2  △216  －  △215  －  △140  －

22年３月期第１四半期  7,129  △9.7  △245  －  △244  －  △157  －

  
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  △22  19        －

22年３月期第１四半期  △24  87        －

  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  11,092  4,709  38.5  672  83

22年３月期  12,651  4,887  35.2  700  84

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,272百万円 22年３月期 4,451百万円

  
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      － 5 00  5  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  0 00      － 10 00  10  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）  13,000  △4.9  0  －  0  －  0  －  0  00

通期  30,000  6.6  400  －  400  －  200  －  31  49
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「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：有 

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施中であります。  

  

※  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、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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 6,355,000株 22年３月期 6,355,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 4,588株 22年３月期 3,688株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 6,350,699株 22年３月期１Ｑ 6,351,411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のわが国の経済は、緩やかな回復基調にあるものの、グローバル経済の下振れのリス

ク等の懸念もあり、不透明感は続いております。 

 当情報サービス産業界は、顧客のＩＴ投資抑制等による市場規模の縮小から脱却しつつあり、「クラウド化」と

いった成長要因もある一方、顧客による情報処理業務の海外へのアウトソーシング化の進展等の不安定要因も抱え

ております。 

 当社グループは、このような事業環境により、前年同期に比べシステム機器販売事業において受注が大幅に減少

したことや情報処理サービス事業及びシステム開発事業の操業度が低下したこと等により、売上高は62億57百万円

（前年同期比12.2％減）となりました。このような状況に対処するため、労務費の縮減や経費の削減に努めました

が、利益は売上高減少に伴い各事業の粗利率が低下したこと等により、営業損失２億16百万円、経常損失２億15百

万円、四半期純損失１億40百万円となりました。 

 以下、セグメント別の売上高の概況は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は操業度の低下により、売上高は15億71百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は操業度の低下により、売上高は22億74百万円（前年同期比7.2％減）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

 当事業は主要顧客等からの受注が減少し、売上高は24億11百万円（前年同期比18.9％減）となりました。 

なお、セグメント別の業績は、Ｐ．８「セグメント情報等」をご覧ください。 

  

（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 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて15億59百万円減少し110億92百

万円となりました。受取手形及び売掛金の減少が主な要因となっております。  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて13億81百万円減少し63億82百万

円となりました。買掛金、未払費用の減少が主な要因となっております。  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億78百万円減少し47億９百

万円となりました。利益剰余金の減少が主な要因となっております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（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 

 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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めております。  

  

（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。これによる、損益への影響はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表等 
（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 707,489 795,460

受取手形及び売掛金 4,285,292 6,220,102

商品 233,292 199,134

仕掛品 698,855 420,468

未収還付法人税等 6,480 6,263

その他 1,559,422 1,354,914

貸倒引当金 △8,736 △12,584

流動資産合計 7,482,097 8,983,758

固定資産   

有形固定資産 1,582,951 1,614,237

無形固定資産 230,574 251,824

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,356,838 1,353,183

その他 439,538 448,944

投資その他の資産合計 1,796,377 1,802,127

固定資産合計 3,609,902 3,668,189

資産合計 11,092,000 12,651,948

負債の部   

流動負債   

買掛金 951,627 1,720,624

未払費用 1,307,531 1,943,560

未払法人税等 24,198 115,129

工事損失引当金 134,751 209,322

その他 706,468 524,493

流動負債合計 3,124,578 4,513,130

固定負債   

退職給付引当金 3,117,459 3,101,072

役員退職慰労引当金 77,355 79,981

その他 63,569 70,157

固定負債合計 3,258,384 3,251,210

負債合計 6,382,962 7,764,341
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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 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 3,765,263 3,937,956

自己株式 △3,211 △2,697

株主資本合計 4,697,994 4,871,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,475 7,803

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計 △425,244 △419,916

少数株主持分 436,287 436,322

純資産合計 4,709,037 4,887,607

負債純資産合計 11,092,000 12,651,948
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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 7,129,713 6,257,284

売上原価 6,242,132 5,409,044

売上総利益 887,581 848,240

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 554,834 532,988

その他 578,456 531,774

販売費及び一般管理費合計 1,133,291 1,064,762

営業損失（△） △245,710 △216,522

営業外収益   

受取利息 1,158 643

受取配当金 1,005 603

その他 186 －

営業外収益合計 2,350 1,246

営業外費用   

支払利息 1,243 －

固定資産除却損 － 32

為替差損 － 18

その他 33 －

営業外費用合計 1,277 50

経常損失（△） △244,637 △215,326

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,257 3,848

特別利益合計 5,257 3,848

税金等調整前四半期純損失（△） △239,379 △211,478

法人税等 △83,046 △78,503

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △132,975

少数株主利益 1,615 7,961

四半期純損失（△） △157,948 △140,936
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 該当事項はありません。  

  

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） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容としており、

不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメントとして開示する事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点がない

ため開示する事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

  

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）  

〔セグメント情報〕 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）が総合的な情報処理サービス

の提供をする中で、以下の区分に分けて管理を行い、経営資源の配分や業績を評価するために定期的に検討を行

っております。 

 当社グループは、当社にサービス別の事業部を置き、連結子会社３社は、それぞれの事業部と連携しながら、

事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「情報処理サービス

事業」、「システム開発事業」及び「システム機器販売事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「情報処理サービス事業」は、コンピュータ及び通信ネットワークシステムの運営・管理や各種システムの運

用・保守・管理等のサービスを行っております。「システム開発事業」は、ビジネスシステムの設計・開発・運

用及び保守やエンジニアリングシステムの設計・開発・運用及び保守並びに技術計算のサービスを行っておりま

す。「システム機器販売事業」は、パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュータ、エンジニアリングワーク

ステーション及びその周辺機器の販売やシステム機器の据付及び保守のサービスを行っております。 

  

２．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 

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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものです。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

 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）セグメント情報等

  
情報処理サー
ビス事業 

システム開発
事業 

システム機器
販売事業 

計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

売上高                               

 (1)外部顧客に対する売上高 1,571,519 2,274,400 2,411,363  6,257,284  － 6,257,284

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 37,897  37,897  △37,897 －

計  1,571,519  2,274,400  2,449,261  6,295,181     △37,897     6,257,284

セグメント利益又は損失（△）      △103,758      30,021      △116,053     △189,790  △26,732     △216,522

（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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