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（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  67,891  △1.6  △2,036  －  △1,691  －  △1,360  －

23年３月期第１四半期  69,007  4.8  △2,142  －  △1,848  －  △2,817  －

（注）  包括利益 24年３月期第１四半期 △1,770百万円 ( ％)－ 23年３月期第１四半期 △3,949百万円 ( ％)－

  
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  △15  50  －  －

23年３月期第１四半期  △32  10  －  －

  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  290,595  147,443  48.2

23年３月期  301,076  151,110  47.7

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 140,093百万円 23年３月期 143,646百万円 

  
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  －  －  12 00 － － 20 00  32  00

24年３月期  －  －         

24年３月期（予想）    0 00 － － 18 00  18  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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）

  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）  151,500  △1.6  3,000  △35.7  2,800  △41.2  1,000  △0.4  11  39

通期  308,000  △4.7  11,000  △14.2  10,500  △16.8  3,500  △41.5  39  88

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規 －社  （社名）                        、除外 ２社  （社名）ソラン㈱、㈱ユーフィット 

  

  

（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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  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。業績予想の前

提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、［添付資料］Ｐ．３「１．当四半期決算に

関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

（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） 
： 有

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無     

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 87,789,098株 23年３月期 87,789,098株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 15,691株 23年３月期 15,385株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 87,773,589株 23年３月期１Ｑ 87,765,572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における我が国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災や電力の使用制限等の

影響を受け、全般的に厳しいものとなりました。情報サービス産業についても、一部企業のＩＴ投資に対する慎重

な姿勢は続き、厳しい経営環境に大きな変化はありませんでした。しかしながら、当社では当期間中に投資姿勢が

前向きに変化する顧客企業も出始め、受注状況は好転しております。 

このような経営環境の中で、当社グループは「トップラインの伸長とストックビジネスの拡大」、「新グループ

フォーメーションの定着」、「グループ経営基盤及び収益体質の強化」、「中期的展望にたったサービス化・ソリ

ューション化への備え（投資）」を当年度のグループ経営方針と定め、経営課題に取り組んでいます。 

  

当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高67,891百万円(前年同期比1.6％減)、営業損失2,036

百万円（前年同期は営業損失2,142百万円）、経常損失1,691百万円（前年同期は経常損失1,848百万円）、四半期純

損失1,360百万円（前年同期は四半期純損失2,817百万円）となりました。 

売上高については、産業ＩＴサービスは増収となりましたが、金融ＩＴサービスの減収により、前年同期比微減

となりました。営業損失及び経常損失については平成23年４月に開業した次世代型データセンター「ＧＤＣ御殿

山」の負担増を、コスト削減の徹底によりカバーしたことなどから改善しました。四半期純損失についても、前年

同期に計上した資産除去債務（特別損失2,199百万円）の影響が解消されたことにより改善しました。 

当社は、災害に強い立地や免震構造のデータセンター（「ＧＤＣ御殿山」、「インテック万葉スクエア」等）を

建設、稼働させています。これらのデータセンターは、 新の省エネルギー技術を活用し、環境負荷を極力低減し

た設計にしています。当社は、これらのデータセンターをベースに、クラウド新時代に見合った高品質な運用サー

ビスを行い、本業務を通じて顧客の震災復興や経営の効率化に貢献していく所存です。 

   

セグメント別の状況は以下のとおりです。 

当社グループは、当第１四半期連結累計期間より、グループ各社の管理会計制度の標準化、各社業績・状況の見

える化を通じてグループ全体の横断的な経営を進化させることを目的とし、報告セグメントを傘下の子会社グルー

プを基礎とするセグメントからサービス別及び業種別の観点によるセグメントに変更しています。なお、各セグメ

ントの売上高はセグメント間の売上高を含んでおり、前年同期比（数値）は前年同期の数値を変更後のセグメント

に組み替えたものを用いています。 

  

①ＩＴインフラストラクチャーサービス 

データセンターなどの大型ＩＴ設備を用いて、自社の管理のもとにコンピュータユーティリティあるいは運

用サービスを提供する事業で構成されています。平成23年４月に開業した「ＧＤＣ御殿山」への先行投資を主

因に、減収減益となりました。当第１四半期連結累計期間の売上高は26,611百万円（前年同期比2.5％減）、営

業利益は811百万円（同53.4％減）となりました。 

②金融ＩＴサービス 

金融業界に特化したビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支

援する事業で構成されています。当セグメントは減収となりましたが、外注費などの費用削減に努めた結果、

当第１四半期連結累計期間の売上高は13,360百万円（前年同期比4.3％減）、営業損失は753百万円（前年同期

は営業損失1,431百万円）となりました。  

③産業ＩＴサービス 

産業分野および公共分野等のビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務

運営を支援する事業で構成されています。当第１四半期連結累計期間の売上高は28,597百万円（前年同期比

2.9％増）となりましたが、不採算案件が発生したため、営業損失は2,193百万円（前年同期は営業損失2,382百

万円）と前年同期から約1.8億円の回復にとどまりました。なお、当該不採算案件は、案件収束のための手当て

は済んでおります。 

④その他 

リースなどの情報システムを提供する上での付随的な事業及びその他で構成されています。当第１四半期連

結累計期間の売上高は4,020百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は506百万円（同36.9％増）となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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当社グループのＴＩＳ株式会社は、平成23年４月のソラン株式会社及び株式会社ユーフィットとの合併を機に、

早期の業績回復および合併効果の創出・ 大化を 優先課題と位置付け、全社構造改革に取り組んでいます。施策

の一つとして、抜本的な人員体制・配置の見直しのため、特別転身支援プログラムを実施しています。なお、詳細

につきましては、Ｐ．８「３．四半期連結財務諸表 （５）重要な後発事象」をご参照下さい。 

  

 （２）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点で、売上高、営業利益などは概ね期初計画に沿って進捗しており、平成23年５月11日発表の連結業績予想

に変更はありません。 

なお、前述のＴＩＳ株式会社の特別転身支援プログラム等に係る費用の支払いは特別損失に計上予定ですが、現

時点では退職者が確定しないため、損益に与える影響は未確定であります。当社連結業績に与える影響につきまし

ては、その影響が明らかになった時点で速やかにお知らせします。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

従来連結子会社であったソラン株式会社及び株式会社ユーフィットは、平成23年４月１日を期日として連結子会

社であるＴＩＳ株式会社に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。  

  

  

２．サマリー情報（その他）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 36,729 40,185

受取手形及び売掛金 59,040 37,434

リース債権及びリース投資資産 8,710 8,558

有価証券 301 201

商品及び製品 2,295 2,998

仕掛品 6,554 12,076

原材料及び貯蔵品 197 195

繰延税金資産 7,741 10,362

その他 7,085 8,458

貸倒引当金 △199 △168

流動資産合計 128,455 120,304

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 60,230 59,437

機械装置及び運搬具（純額） 5,009 4,314

土地 22,468 22,468

リース資産（純額） 2,539 2,838

その他（純額） 5,209 5,767

有形固定資産合計 95,457 94,825

無形固定資産   

のれん 5,516 4,795

その他 13,073 13,437

無形固定資産合計 18,589 18,233

投資その他の資産   

投資有価証券 31,794 30,956

繰延税金資産 8,115 7,511

その他 20,995 21,102

貸倒引当金 △2,331 △2,339

投資その他の資産合計 58,573 57,231

固定資産合計 172,620 170,291

資産合計 301,076 290,595
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,944 10,780

短期借入金 14,800 15,741

1年内償還予定の社債 7,500 7,500

未払法人税等 3,401 1,148

賞与引当金 11,041 6,236

その他の引当金 464 388

その他 20,938 25,771

流動負債合計 73,090 67,567

固定負債   

社債 100 100

長期借入金 55,054 53,237

リース債務 3,981 4,115

退職給付引当金 11,509 12,024

役員退職慰労引当金 244 195

繰延税金負債 674 665

再評価に係る繰延税金負債 993 993

その他 4,317 4,253

固定負債合計 76,875 75,585

負債合計 149,965 143,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,001 10,001

資本剰余金 86,788 86,788

利益剰余金 47,298 44,143

自己株式 △24 △24

株主資本合計 144,062 140,908

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,729 1,287

土地再評価差額金 △1,841 △1,841

為替換算調整勘定 △303 △260

その他の包括利益累計額合計 △415 △814

新株予約権 29 29

少数株主持分 7,434 7,320

純資産合計 151,110 147,443

負債純資産合計 301,076 290,595
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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 69,007 67,891

売上原価 58,868 58,129

売上総利益 10,138 9,761

販売費及び一般管理費 12,281 11,798

営業損失（△） △2,142 △2,036

営業外収益   

受取利息 9 21

受取配当金 435 462

その他 248 266

営業外収益合計 694 750

営業外費用   

支払利息 268 250

持分法による投資損失 69 76

その他 62 78

営業外費用合計 400 405

経常損失（△） △1,848 △1,691

特別利益   

投資有価証券売却益 119 0

抱合せ株式消滅差益 － 41

その他 57 6

特別利益合計 176 49

特別損失   

合併関連費用 － 159

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,199 －

その他 288 146

特別損失合計 2,487 306

税金等調整前四半期純損失（△） △4,159 △1,948

法人税、住民税及び事業税 1,083 1,158

法人税等調整額 △2,091 △1,730

法人税等合計 △1,008 △572

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,151 △1,376

少数株主損失（△） △334 △16

四半期純損失（△） △2,817 △1,360
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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（△） △3,151 △1,376

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △812 △450

為替換算調整勘定 8 55

持分法適用会社に対する持分相当額 6 0

その他の包括利益合計 △798 △393

四半期包括利益 △3,949 △1,770

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,556 △1,759

少数株主に係る四半期包括利益 △392 △11
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

 当社の連結子会社であるＴＩＳ株式会社は、平成23年７月４日開催の取締役会において、全社構造改革に伴う特

別転身支援プログラムを実施することを決議いたしました。 

  

１．特別転身支援プログラムの実施理由 

ＴＩＳ株式会社は、平成23年４月のソラン株式会社及び株式会社ユーフィットとの３社合併を機に、早期

の業績回復および合併効果の創出・ 大化を 優先課題と位置付け、全社構造改革に取り組んでいます。現

在の不透明な経営環境に打ち勝ち、中期的に企業価値を増大し続ける企業であるため、抜本的な人員体制・

配置の見直しが不可欠と判断し、特別転身支援プログラムを実施することとしたものです。 

  

２．特別転身支援プログラムの内容 

  

３．損益に与える影響  

本プログラムに係る特別退職金及び再就職支援に係る費用の支払い等は特別損失に計上予定ですが、現時

点では退職者が確定していないため損益に与える影響は未確定であります。 

   

（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）重要な後発事象

① 募集人員数 約400名（平成23年７月１日現在の従業員数 7,926 名） 

② 募集対象者 平成23年９月30日現在 満40歳以上の正社員 

③ 募集期間 平成23年７月25日から平成23年８月22日まで 

④ 退職日 平成23年９月30日 

⑤ その他 プログラムの適用を認めた退職者に対しては、会社都合に

よる退職金を支給するほか、特別退職金を支給する。ま

た、再就職支援会社を通じた再就職支援を実施する。 
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（参考）平成24年3月期　第1四半期決算短信　補足資料

１．セグメント別損益

第1四半期 上期計画
進捗率

（対上期）
通期計画

進捗率
（対通期）

売上高 67,891 151,500 308,000
前期比 -1.6% -1.6% -4.7%

ITインフラストラクチャーサービス 26,611 54,700 109,700
構成比 39.2% 36.1% 35.6%
前期比 -2.5% -1.5% -1.1%

金融ITサービス 13,360 32,900 66,400
構成比 19.7% 21.7% 21.6%
前期比 -4.3% -5.8% -8.8%

産業ITサービス 28,597 64,700 134,500
構成比 42.1% 42.7% 43.7%
前期比 +2.9% +0.8% -4.7%

その他 4,020 8,200 16,500
構成比 5.9% 5.4% 5.4%
前期比 -5.6% -1.4% -0.6%

内部消去・調整額 -4,698 -9,000 -19,100
営業利益 -2,036 3,000 11,000

構成比 -3.0% 2.0% 3.6%
前期比 - -35.7% -14.2%

ITインフラストラクチャーサービス 811 2,100 5,600
構成比 3.0% 3.8% 5.1%
前期比 -53.4% -45.7% -31.1%

金融ITサービス -753 800 2,000
構成比 -5.6% 2.4% 3.0%
前期比 - -26.1% -32.6%

産業ITサービス -2,193 400 3,900
構成比 -7.7% 0.6% 2.9%
前期比 - - +60.4%

その他 506 600 1,300
構成比 12.6% 7.3% 7.9%
前期比 +36.9% -7.0% -1.1%

内部消去・調整額 -408 -900 -1,800

48.6%

40.6%

44.2%

49.0%

-

-

ITHD連結
（単位：百万円）

平成24年3月期

24.3%

20.1%

22.0%

14.5%

21.3%

-

24.4%

44.8%

38.9%

38.6%

-

-

84.3%

-

-

-

-

-

第1四半期 上期
進捗率

（対上期）
通期

進捗率
（対通期）

売上高 69,007 154,009 323,173
前期比 +4.8% +4.8% +3.0%

ITインフラストラクチャーサービス 27,293 55,528 110,923
構成比 39.6% 36.1% 34.3%
前期比 - - -

金融ITサービス 13,958 34,941 72,815
構成比 20.2% 22.7% 22.5%
前期比 - - -

産業ITサービス 27,803 64,203 141,137
構成比 40.3% 41.7% 43.7%
前期比 - - -

その他 4,260 8,313 16,596
構成比 6.2% 5.4% 5.1%
前期比 - - -

内部消去・調整額 -4,308 -8,976 -18,298
営業利益 -2,142 4,667 12,818

構成比 -3.1% 3.0% 4.0%
前期比 - -19.6% -19.9%

ITインフラストラクチャーサービス 1,742 3,864 8,127
構成比 6.4% 7.0% 7.3%
前期比 - - -

金融ITサービス -1,431 1,082 2,969
構成比 -10.3% 3.1% 4.1%
前期比 - - -

産業ITサービス -2,382 -80 2,432
構成比 -8.6% -0.1% 1.7%
前期比 - - -

その他 370 645 1,314
構成比 8.7% 7.8% 7.9%
前期比 - - -

内部消去・調整額 -440 -844 -2,024

※

※ 各セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含んだ数値です。

-

-

-

57.4%

21.4%

24.6%

19.2%

-

-

45.1%

49.2%

-

25.7%

-

-

上記計画数値等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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。

-

28.2%

-

21.4%

ITHD連結
（単位：百万円）

19.7%

39.9%

43.3%

51.2%

平成23年3月期

44.8%
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（参考）平成24年3月期　第1四半期決算短信　補足資料

２．受注高及び受注残高（ソフトウェア開発）

平成23年3月期 平成24年3月期
第1四半期 第1四半期

6,399
+16.6%

金融ITサービス 13,143 16,359 3,216
構成比 34.1% 36.4% 24.5%

産業ITサービス 25,376 28,559 3,183
構成比 65.9% 63.6% 12.5%

4,802
+8.4%

金融ITサービス 25,222 22,738 -2,484
構成比 44.2% 36.8% -9.8%

産業ITサービス 31,806 39,092 7,286
構成比 55.8% 63.2% 22.9%

※ ITインフラストラクチャーサービスは継続業務であるため、記載しておりません。

61,830

当期受注高

期末受注残高

ITHD連結
（単位：百万円）

前年同期比

38,519 44,918

57,028
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