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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 10,456 4.9 669 33.2 609 38.4 427 156.2
24年3月期第2四半期 9,971 0.3 502 55.2 440 48.4 166 224.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 422百万円 （134.7％） 24年3月期第2四半期 179百万円 （437.4％）

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2四半期 32.82 32.58
24年3月期第2四半期 12.81 12.31

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 22,034 8,416 37.3
24年3月期 21,405 8,127 37.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,224百万円 24年3月期  7,937百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
25年3月期 ― 12.50
25年3月期（予想） ― 12.50 25.00

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、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 21,160 3.9 1,560 28.4 1,410 26.7 800 35.1 61.39



(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） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P．２「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」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 15,235,840 株 24年3月期 15,235,840 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,204,905 株 24年3月期 2,204,881 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 13,030,939 株 24年3月期2Q 13,031,000 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要や政策効果により緩やかな回復基調

が見られました。一方で、海外経済の問題や、円高などからその先行きは依然として不透明な状況が続いていま

す。 

 当社グループが属する情報サービス業界では、国内経済の緩やかな持ち直しを受けて、BCP(事業継続計画)対策

や競争力強化等を目的としたIT投資に回復の動きが見られました。 

 このような環境下、当社グループは継続して顧客企業との取引深耕や新規顧客開拓を図るとともに、益々高まり

を見せるクラウド化のニーズに迅速に対応するため、データセンターの基盤整備やクラウドサービスの拡充に注力

してまいりました。 

 以上の結果、売上高は、情報処理サービス売上が好調に推移したことから10,456百万円（前年同四半期連結累計

期間比4.9％増）となりました。 

 利益面につきましては、収益性の高い情報処理サービスを中心に売上が増加したことにより、営業利益は669百

万円（同33.2％増）、経常利益は609百万円（同38.4％増）となりました。特別利益に3D事業の譲渡に伴う事業譲

渡益308百万円、特別損失に保有資産の見直しにともなう減損損失173百万円を計上した結果、四半期純利益は427

百万円（同156.2％増）となりました。 

  

第２四半期連結累計期間におけるサービス別売上高の状況は以下のとおりです。 

[情報処理サービス] 

データセンターを活用したITマネージドサービスやクラウドサービスが好調に推移した結果、4,120百万円（前

年同四半期連結累計期間比10.2％増）となりました。 

[システム開発サービス] 

製造業等のIT投資の回復などで売上高が増加した結果、5,876百万円（同1.4％増）となりました。 

[システム機器販売] 

システム構築に付随した機器販売が増加した結果、459百万円（同5.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は22,034百万円となり、前連結会計年度末比629百万円の増加とな

りました。その主な要因は売掛金の増加ならびに第２データセンターの追加設備投資による有形固定資産の増加等

があったことによるものであります。  

 なお、純資産は8,416百万円となり、自己資本比率は37.3％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期業績につきましては、平成24年５月９日に公表いたしました業績予想に変更ありません。 

   

（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２四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。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

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



３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,556,585 2,559,115

受取手形及び売掛金 3,897,428 4,226,905

商品及び製品 20,533 26,727

仕掛品 79,111 164,857

原材料及び貯蔵品 24,701 21,773

その他 655,564 757,172

貸倒引当金 △3,625 △6,464

流動資産合計 7,230,299 7,750,087

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,652,854 7,363,186

土地 3,494,261 3,351,911

その他（純額） 1,423,472 902,284

有形固定資産合計 11,570,588 11,617,383

無形固定資産   

ソフトウエア 703,109 800,638

その他 52,264 52,214

無形固定資産合計 755,373 852,852

投資その他の資産   

その他 1,888,480 1,855,942

貸倒引当金 △43,192 △42,994

投資その他の資産合計 1,845,287 1,812,948

固定資産合計 14,171,250 14,283,183

繰延資産 3,452 1,230

資産合計 21,405,002 22,034,501



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 771,202 627,874

短期借入金 2,492,040 2,753,140

1年内償還予定の社債 950,000 950,000

未払法人税等 525,096 332,654

賞与引当金 549,147 555,770

工事損失引当金 － 1,504

その他 1,781,183 2,246,756

流動負債合計 7,068,669 7,467,701

固定負債   

長期借入金 5,031,530 4,895,030

退職給付引当金 623,010 640,630

資産除去債務 40,843 41,299

その他 513,476 573,539

固定負債合計 6,208,860 6,150,499

負債合計 13,277,529 13,618,201

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,203,992 3,203,992

資本剰余金 3,353,189 3,353,189

利益剰余金 2,529,700 2,827,073

自己株式 △1,147,471 △1,147,482

株主資本合計 7,939,412 8,236,773

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,721 △11,776

その他の包括利益累計額合計 △1,721 △11,776

少数株主持分 189,781 191,303

純資産合計 8,127,472 8,416,300

負債純資産合計 21,405,002 22,034,501



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,971,090 10,456,768

売上原価 7,579,913 7,914,323

売上総利益 2,391,177 2,542,444

販売費及び一般管理費 1,888,416 1,872,649

営業利益 502,760 669,795

営業外収益   

受取利息 1,895 87

受取配当金 2,528 4,625

その他 17,116 17,078

営業外収益合計 21,540 21,791

営業外費用   

支払利息 51,674 50,071

持分法による投資損失 4,559 11,957

その他 27,447 19,842

営業外費用合計 83,681 81,870

経常利益 440,619 609,716

特別利益   

事業譲渡益 － 308,267

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 308,267

特別損失   

減損損失 12,623 173,893

ゴルフ会員権評価損 12,745 350

固定資産除却損 427 312

災害による損失 12,029 －

固定資産売却損 2,355 －

投資有価証券評価損 1,140 －

特別損失合計 41,321 174,555

税金等調整前四半期純利益 399,301 743,428

法人税等 218,941 310,527

少数株主損益調整前四半期純利益 180,359 432,900

少数株主利益 13,445 5,218

四半期純利益 166,914 427,682



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 180,359 432,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △448 △10,734

その他の包括利益合計 △448 △10,734

四半期包括利益 179,910 422,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 167,568 417,626

少数株主に係る四半期包括利益 12,342 4,538



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 399,301 743,428

減価償却費 470,986 540,038

減損損失 － 173,893

事業譲渡損益（△は益） － △308,267

のれん償却額 68,820 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,072 2,879

受取利息及び受取配当金 △4,423 △4,713

支払利息 51,674 50,071

売上債権の増減額（△は増加） △123,413 △319,501

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,779 △106,878

仕入債務の増減額（△は減少） 2,480 △143,327

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,869 90,491

その他 55,759 341,157

小計 825,609 1,059,271

利息及び配当金の受取額 2,649 4,712

投資事業組合分配金の受取額 1,000 5,958

利息の支払額 △51,979 △50,050

法人税等の支払額 △51,566 △502,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 725,712 517,169

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △956,721 △500,102

無形固定資産の取得による支出 △55,003 △251,495

事業譲渡による収入 － 333,056

その他 △8,219 3,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,019,944 △414,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 440,000 320,000

長期借入れによる収入 1,050,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △647,336 △795,400

自己株式の取得による支出 － △11

配当金の支払額 △156,101 △130,481

リース債務の返済による支出 △69,729 △90,791

少数株主への配当金の支払額 △12,338 △3,016

財務活動によるキャッシュ・フロー 604,494 △99,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 310,262 2,530

現金及び現金同等物の期首残高 2,297,263 2,556,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,607,525 2,559,115



  該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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