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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 6,195 △12.3 △206 ― △205 ― △122 ―
25年3月期第1四半期 7,066 3.5 △113 ― △110 ― △75 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △120百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △77百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △19.25 ―
25年3月期第1四半期 △11.95 ―

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

26年3月期第1四半期 12,810 5,654 39.8 803.40
25年3月期 13,999 5,865 37.9 834.68
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,100百万円 25年3月期  5,299百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 12.50 12.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 27,000 △7.2 500 △34.2 500 △37.6 260 △32.9 40.95
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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（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ページを参照してください。 

※  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） 26年3月期1Q 6,355,000 株 25年3月期 6,355,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,484 株 25年3月期 6,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,348,647 株 25年3月期1Q 6,348,714 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間のわが国の経済は、政府による経済政策や日本銀行の金融緩和を背景に円安・株高で

推移し、景況感は改善しつつあります。一方、先行きについても、一部業種における円安による原材料価格の上昇

や欧州の金融不安及び中国における景気減速といった下振れリスクはあるものの、米国経済が回復傾向であること

に加え、わが国の政治面での安定を背景に継続した成長が期待されております。  

 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、システム機器販売事業において主要顧客等からの受注が減少した

ため売上高は前年同期より減少し61億95百万円（前年同期比12.3％減）となり、損益も売上減に伴い悪化し、営業

損失２億６百万円、経常損失２億５百万円、四半期純損失１億22百万円となりました。（前年同期は、売上高70億

66百万円、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。） 

  

 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〕 

 当事業は主要顧客等における作業減等があり、売上高は 億 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失は

百万円（前年同期営業損失は 百万円）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業はシステム開発案件の第２四半期以降へのずれ込みがあり、売上高は 億 百万円（前年同期比 ％

減）となり、加えて一部業務において開発費用が増加したため損益も悪化し、営業損失は１億11百万円（前年同

期営業損失は 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減少し、売上高は 億 百万円（前年同期比 ％減）、営業損失は 百万

円（前年同期営業損失は 百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

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 億 百万円減少し 億 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 億 百万円減少し 億 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 億 百万円減少し 億 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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年3月期の連結業績予想については、平成25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

17 54 1.2 17

15

24 73 3.7

41

20 75 25.3 78

56

11 89 128 10

9 78 71 55

2 11 56 54

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 725 780

受取手形及び売掛金 6,404 4,164

商品 208 265

仕掛品 297 747

預け金 2,038 2,317

その他 855 1,004

貸倒引当金 △7 △2

流動資産合計 10,522 9,277

固定資産   

有形固定資産 1,391 1,404

無形固定資産 172 182

投資その他の資産   

その他 1,918 1,951

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 1,912 1,945

固定資産合計 3,476 3,533

資産合計 13,999 12,810

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,436 1,092

未払法人税等 255 9

工事損失引当金 6 0

未払費用 2,250 1,537

その他 591 833

流動負債合計 4,540 3,473

固定負債   

退職給付引当金 3,461 3,520

役員退職慰労引当金 86 74

その他 45 88

固定負債合計 3,593 3,682

負債合計 8,133 7,155

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 4,778 4,576

自己株式 △3 △4

株主資本合計 5,710 5,508

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 18

土地再評価差額金 △426 △426

その他の包括利益累計額合計 △411 △408

少数株主持分 566 553

純資産合計 5,865 5,654

負債純資産合計 13,999 12,810
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 7,066 6,195

売上原価 6,245 5,454

売上総利益 820 741

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 462 468

その他 471 479

販売費及び一般管理費合計 933 947

営業損失（△） △113 △206

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1 0

その他 0 0

営業外収益合計 3 1

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産除却損 0 0

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常損失（△） △110 △205

税金等調整前四半期純損失（△） △110 △205

法人税等 △37 △81

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73 △123

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △1

四半期純損失（△） △75 △122
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △73 △123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 2

その他の包括利益合計 △4 2

四半期包括利益 △77 △120

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △80 △119

少数株主に係る四半期包括利益 2 △1
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 該当事項はありません。    

   

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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。  

     

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 1,758 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

  
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 1,691 2,473 2,031  6,195  － 6,195

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
63 － 44  107  △107 －

計  1,754  2,473  2,075  6,303     △107  6,195

セグメント損失（△）      △17      △111      △78     △206  －     △206
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