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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 6,826 9.1 △28 ― △24 ― △11 ―
23年3月期第1四半期 6,257 △12.2 △216 ― △215 ― △140 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △11百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △138百万円 （―％）

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 △1.87 ―
23年3月期第1四半期 △22.19 ―

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 11,814 5,147 39.5
23年3月期 13,090 5,234 36.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,672百万円 23年3月期  4,748百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  ：  無   

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 0.3 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 28,000 △0.5 500 △23.3 500 △25.7 250 △24.8 39.38
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(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．４ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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。 

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 6,355,000 株 23年3月期 6,355,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,266 株 23年3月期 6,266 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,348,734 株 23年3月期1Q 6,350,699 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のわが国の経済は、東日本大震災による経済活動の低下や福島原発事故等に伴う電力

供給問題の発生に加え、円高の進行等もあり、先行きは依然として不透明な状況となっております。  

 当情報サービス産業界においても、景況感の悪化に伴う顧客のＩＴ投資の抑制が懸念されております。 

 当社グループは、このような事業環境のなか、営業機能の強化を図り受注活動に注力したこと、前年同期に比べ

情報処理サービス事業及びシステム開発事業において操業度が向上したこと等により、売上高は増加し、68億26百

万円（前年同期比9.1％増）となり、利益は前年同期から改善し、営業損失28百万円、経常損失24百万円、四半期

純損失11百万円となりました。（前年同期は、売上高62億57百万円、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。） 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は操業度の向上により、売上高は16億41百万円（前年同期比4.5％増）、営業損失は18百万円（前年同

期営業損失１億３百万円）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は主要顧客における大型開発案件の継続等が寄与し操業度が向上したことにより、売上高は25億50百万

円（前年同期比12.1％増）、営業利益は99百万円（前年同期営業利益30百万円）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増加し、売上高は26億34百万円（前年同期比9.3％増）、営業損失は１億９

百万円（前年同期営業損失１億16百万円）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 

（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12億76百万円減少し118億14百 

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11億89百万円減少し66億67百万

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86百万円減少し51億47百万円

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24年3月期の連結業績予想については、平成23年5月13日付公表の決算短信に記載した業績予想に変更はあり

ません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）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）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 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．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,192,415 1,375,040

受取手形及び売掛金 6,156,584 4,108,966

商品 220,962 323,441

仕掛品 405,904 697,734

その他 1,461,567 1,648,528

貸倒引当金 △12,684 △8,787

流動資産合計 9,424,750 8,144,923

固定資産   

有形固定資産 1,498,331 1,482,744

無形固定資産 251,719 250,452

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,358,195 1,358,613

その他 557,843 578,098

投資その他の資産合計 1,916,038 1,936,712

固定資産合計 3,666,089 3,669,909

資産合計 13,090,839 11,814,833

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,490,918 1,001,133

未払費用 2,115,267 1,367,167

未払法人税等 207,296 15,430

工事損失引当金 149,785 105,742

その他 471,058 713,186

流動負債合計 4,434,325 3,202,659

固定負債   

退職給付引当金 3,246,234 3,294,493

役員退職慰労引当金 100,414 103,526

その他 75,714 66,619

固定負債合計 3,422,362 3,464,639

負債合計 7,856,688 6,667,299

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 4,238,662 4,163,295

自己株式 △3,953 △3,953

株主資本合計 5,170,650 5,095,283

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,245 4,636

土地再評価差額金 △427,720 △427,720

その他の包括利益累計額合計 △422,474 △423,083

少数株主持分 485,975 475,333

純資産合計 5,234,151 5,147,533

負債純資産合計 13,090,839 11,814,833
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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 6,257,284 6,826,235

売上原価 5,409,044 5,891,188

売上総利益 848,240 935,047

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 532,988 490,771

その他 531,774 472,545

販売費及び一般管理費合計 1,064,762 963,316

営業損失（△） △216,522 △28,269

営業外収益   

受取利息 643 645

受取配当金 603 1,675

助成金収入 － 2,361

その他 － 7

営業外収益合計 1,246 4,690

営業外費用   

支払利息 － 128

固定資産除却損 32 406

その他 18 －

営業外費用合計 50 535

経常損失（△） △215,326 △24,114

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,848 －

特別利益合計 3,848 －

税金等調整前四半期純損失（△） △211,478 △24,114

法人税等 △78,503 △13,134

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △132,975 △10,980

少数株主利益 7,961 899

四半期純損失（△） △140,936 △11,879
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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損失（△） △132,975 △10,980

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,327 △608

その他の包括利益合計 △5,327 △608

四半期包括利益 △138,302 △11,588

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △146,264 △12,488

少数株主に係る四半期包括利益 7,961 899
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 該当事項はありません。  

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 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） 

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）

（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。  

  

Ⅱ 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） 

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）

（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一致しております。  

   

 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

  
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 1,641,503 2,550,129 2,634,602  6,826,235  － 6,826,235

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
11,091 － 37,693  48,785  △48,785 －

計  1,652,595  2,550,129  2,672,295  6,875,021     △48,785     6,826,235

セグメント利益又は損失（△）      △18,260      99,454      △109,463     △28,269  －     △28,269

（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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