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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 7,066 3.5 △113 ― △110 ― △75 ―
24年3月期第1四半期 6,826 9.1 △28 ― △24 ― △11 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △77百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △11百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △11.95 ―
24年3月期第1四半期 △1.87 ―

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

25年3月期第1四半期 12,292 5,335 39.2 759.53
24年3月期 13,450 5,501 37.0 784.66
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,822百万円 24年3月期  4,981百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 28,000 △2.4 600 △33.1 600 △34.1 360 21.6 56.70

- 1 -



(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（注記事項）に関する事項 （１）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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。 
 
（金額単位の変更について） 
当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より百万
円単位をもって記載することに変更しました。なお、比較を容易にするため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度についても百万円単位に組み替え
表示しております。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 6,355,000 株 24年3月期 6,355,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,286 株 24年3月期 6,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,348,714 株 24年3月期1Q 6,348,734 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、東日本大震災からの復興需要等による内需の底堅さがあったもの

の、円高の長期化や欧州の金融不安の再燃等があり、一進一退で推移しました。 

 一方で当情報サービス産業界においては、顧客のＩＴ投資が上向きつつあり、需要は微増で推移しました。 

 当社グループは、このような事業環境のなか、受注が堅調に推移したことにより、売上高は70億66百万円（前年

同期比3.5％増）となりましたが、システム開発事業における開発費用の増加等があり、損益は前年同期より悪化

し、営業損失１億13百万円、経常損失１億10百万円、四半期純損失75百万円となりました。（前年同期は、売上高

68億26百万円、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。） 

  

 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17億75百万円（前年同期比7.5％増）、営業損失は15百万円（前年同

期営業損失は18百万円）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は受注が堅調に推移し、売上高は25億68百万円（前年同期比0.7％増）となりましたが、一部業務にお

いて開発費用が増加したため損益が悪化し、営業損失は41百万円（前年同期営業利益は99百万円）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27億79百万円（前年同期比4.0％増）、営業損失は56百万

円（前年同期営業損失は１億９百万円）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11億58百万円減少し122億92百 

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９億92百万円減少し69億57百万

円となりました。未払費用、買掛金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１億65百万円減少し53億35百

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25年3月期の連結業績予想については、平成24年5月14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）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。   

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,181 847

受取手形及び売掛金 6,158 4,294

商品 272 236

仕掛品 299 654

預け金 1,073 1,744

その他 936 969

貸倒引当金 △13 △9

流動資産合計 9,907 8,737

固定資産   

有形固定資産 1,477 1,475

無形固定資産 236 226

投資その他の資産 1,828 1,852

固定資産合計 3,542 3,555

資産合計 13,450 12,292

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,439 1,010

未払費用 2,320 1,570

未払法人税等 149 13

工事損失引当金 25 12

その他 561 861

流動負債合計 4,496 3,466

固定負債   

退職給付引当金 3,281 3,326

役員退職慰労引当金 119 94

その他 52 70

固定負債合計 3,453 3,490

負債合計 7,949 6,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 685 685

資本剰余金 250 250

利益剰余金 4,470 4,315

自己株式 △3 △3

株主資本合計 5,402 5,247

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5 1

土地再評価差額金 △426 △426

その他の包括利益累計額合計 △420 △425

少数株主持分 519 513

純資産合計 5,501 5,335

負債純資産合計 13,450 12,292
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,826 7,066

売上原価 5,891 6,245

売上総利益 935 820

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 490 462

その他 472 471

販売費及び一般管理費合計 963 933

営業損失（△） △28 △113

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 1 1

その他 2 0

営業外収益合計 4 3

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産除却損 0 0

その他 － 0

営業外費用合計 0 0

経常損失（△） △24 △110

税金等調整前四半期純損失（△） △24 △110

法人税等 △13 △37

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △10 △73

少数株主利益 0 2

四半期純損失（△） △11 △75
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △10 △73

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △4

その他の包括利益合計 △0 △4

四半期包括利益 △11 △77

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △12 △80

少数株主に係る四半期包括利益 0 2
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 該当事項はありません。  

   

 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：百万円）

（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。  

     

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（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：百万円）

（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。  

     

（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

（５）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  1,641  2,550  2,634  6,826  －  6,826

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11 －  37  48  △48 －

計  1,652  2,550  2,672  6,875  △48  6,826

セグメント利益又は損失（△）  △18  99  △109  △28  －  △28

  
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  1,758 2,568 2,739  7,066  － 7,066

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17 － 39  57  △57 －

計  1,775  2,568  2,779  7,123     △57     7,066

セグメント損失（△）      △15      △41      △56     △113  －     △113
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