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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 7,097 7.8 △120 ― △118 ― △78 ―

24年3月期第1四半期 6,584 20.5 △219 ― △226 ― △137 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △82百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △137百万円 （―％）

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 △988.89 ―

24年3月期第1四半期 △1,746.89 ―

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 17,766 8,959 48.9 110,557.35
24年3月期 18,229 9,199 48.9 113,534.13

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,682百万円 24年3月期  8,916百万円

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 ― 2,000.00 2,000.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 2,000.00 2,000.00

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、通期は対前期、四半期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) 16,500 7.3 180 0.6 180 35.3 100 61.4 1,273.40
通期 33,300 1.7 860 △2.1 860 2.2 460 30.7 5,857.63



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること
が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正
再表示をご覧下さい。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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 78,530 株 24年3月期 78,530 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q ― 株 24年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 78,530 株 24年3月期1Q 78,530 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）における我が国経済は、復興

需要等を背景とした緩やかな回復が見られたものの、デフレの長期化や欧州経済の不確実性により、景気の先

行きは依然として不透明な状況にあります。情報サービス業界は、リーマンショック以降のマイナス基調から

は脱しつつあるものの、大幅な改善には至らないまま推移いたしました。 

こうした中、当社グループは、2011年度～2014年度の中期経営計画の２年目として、SI(*1)顧客基盤の強化・

拡大と、自社開発商品の展開を中心としたプロダクト・ソリューション事業の更なる成長を目指して、競争力

強化のための取り組みを前期に引き続き推進いたしました。鉄鋼事業に関しては、鉄鋼品種ごとの全社横断的

な活動を立ち上げるなど、さらなる生産性向上や人材の有効活用に向けた施策に取り組んでおります。 

当第１四半期連結累計期間の営業成績に関しては、ＪＦＥスチール株式会社及びグループ会社向けの売上増

に加え、ERP(*2)ビジネスや製造業顧客向けのSI事業などの売上高が前年同期に比べ増加し、連結売上高は前

年同四半期比7.8%増の7,097百万円となりました。利益面では、営業損失は前年同四半期比99百万円減の120

百万円、経常損失は前年同四半期比108百万円減の118百万円、四半期純損失は前年同四半期比60百万円減の

78百万円となりました。 

なお、当社グループにおきましては、顧客への納期が９月及び３月に集中する傾向があるため、当四半期の

業績は第２及び第４四半期を下回るという特性があります。 

 

(*1)SI：System Integration（システムインテグレーション）。情報システムの企画から構築、運用までを一括

して提供するサービス。 

(*2)ERP：Enterprise Resource Planning（イーアールピー）。経理、生産管理、販売管理、人事管理などの基

幹業務を個別に行うのでなく、コンピュータ・システムを使って相互に連携させ、全体最適化を実現

すること。ERPの実現に必要な機能をあらかじめ備えたソフトウエア群をERPパッケージと呼ぶ。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

第１四半期連結会計期間末における資産残高は、前連結会計年度末比462百万円減の17,766百万円となりま

した。内訳は、流動資産が、顧客からの受託開発進行に伴う仕掛品の増加がありましたが、売上債権の回収に

伴う受取手形及び売掛金の減少がそれを上回り、流動資産合計では前連結会計年度末に比べ 602 百万円減の

10,493百万円となり、固定資産が、ソフトウエアの取得を中心とした無形固定資産の増加を主因として前連結

会計年度末に比べ140百万円増の7,274百万円となっております。 

一方負債残高は、前受金の増加があるものの未払法人税等その他の流動負債の減少がそれを上回り、負債合

計では前連結会計年度末に比べ223百万円減の8,807百万円となりました。 

純資産残高は、四半期純損失を78百万円計上し、剰余金の配当による減少が157百万円あったこと等により、

前連結会計年度末に比べ239百万円減少し8,959百万円となりました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は48.9％となっております。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想は、前回予想（平成24年４月25日）から変更ありません。 
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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 

（税金費用の計算） 

 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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成 24 年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前

四半期純損失はそれぞれ214千円減少しております。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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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 368,503 404,735

受取手形及び売掛金 6,496,384 5,216,355

商品 102,030 109,103

仕掛品 719,530 1,670,243

貯蔵品 55,233 77,333

預け金 2,380,000 1,930,000

その他 977,120 1,088,319

貸倒引当金 △3,908 △3,341

流動資産合計 11,094,893 10,492,747

固定資産   

有形固定資産 2,353,340 2,330,074

無形固定資産   

のれん 470,145 440,761

ソフトウエア 1,743,706 1,843,043

その他 293,742 349,083

無形固定資産合計 2,507,592 2,632,886

投資その他の資産   

その他 2,302,014 2,327,620

貸倒引当金 △29,306 △16,991

投資その他の資産合計 2,272,708 2,310,628

固定資産合計 7,133,641 7,273,588

資産合計 18,228,534 17,766,335

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,546,986 1,404,549

未払法人税等 611,887 16,098

受注損失引当金 64,165 78,740

前受金 1,058,160 1,863,041

その他 3,195,734 2,893,205

流動負債合計 6,476,933 6,255,633

固定負債   

退職給付引当金 1,881,610 1,911,384

役員退職慰労引当金 43,972 －

その他 627,150 639,937

固定負債合計 2,552,732 2,551,321

負債合計 9,029,665 8,806,954
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,390,957 1,390,957

資本剰余金 1,959,236 1,959,236

利益剰余金 5,552,962 5,318,244

株主資本合計 8,903,155 8,668,437

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 112 117

土地再評価差額金 13,589 13,589

為替換算調整勘定 △1,021 △74

その他の包括利益累計額合計 12,681 13,632

少数株主持分 283,034 277,312

純資産合計 9,198,869 8,959,381

負債純資産合計 18,228,534 17,766,335

ＪＦＥシステムズ㈱(4832)　平成25年３月期　第１四半期決算短信

5



（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 6,584,441 7,096,952

売上原価 5,575,193 5,948,943

売上総利益 1,009,248 1,148,009

販売費及び一般管理費 1,227,772 1,267,675

営業損失（△） △218,524 △119,666

営業外収益   

受取利息 86 623

受取配当金 2,806 3,641

受取手数料 1,820 1,838

その他 239 1,242

営業外収益合計 4,951 7,344

営業外費用   

支払利息 4,446 3,158

その他 7,494 2,138

営業外費用合計 11,940 5,295

経常損失（△） △225,513 △117,617

税金等調整前四半期純損失（△） △225,513 △117,617

法人税、住民税及び事業税 △85,475 △29,350

法人税等調整額 △2,564 △4,886

法人税等合計 △88,039 △34,236

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △137,474 △83,381

少数株主損失（△） △291 △5,723

四半期純損失（△） △137,183 △77,658
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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（△） △137,474 △83,381

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59 7

為替換算調整勘定 150 946

その他の包括利益合計 91 953

四半期包括利益 △137,383 △82,428

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △137,073 △76,707

少数株主に係る四半期包括利益 △310 △5,721
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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