
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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  72,620  7.0  256 －  316  －  △453 －

24年３月期第１四半期  67,891  △1.6  △2,036 －  △1,691  －  △1,360 －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △866百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △1,770百万円 （ ％） －

  
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  △5.17 －

24年３月期第１四半期  △15.50 －

  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  294,303  148,698  48.1  1,612.16

24年３月期  310,003  150,965  46.3  1,636.72

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 141,502百万円   24年３月期 143,658百万円 

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 18.00  18.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   7.00 － 14.00  21.00

（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、四半期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）  162,000  4.7  5,000  6.8  5,000  6.8  2,000  －  22.79

通期  340,000  3.8  17,500  12.0  17,000  10.4  6,000  181.0  68.36

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※ 注記事項 

新規    －社  （社名）                        、除外    －社  （社名） 

  

  

（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に対する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、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。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．２「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）： 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： 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） 25年３月期１Ｑ 87,789,098株 24年３月期 87,789,098株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 17,147株 24年３月期 16,882株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 87,772,147株 24年３月期１Ｑ 87,773,589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、欧州債務危機に伴う影響懸念等から金融業を中心に先行き不

透明な状況にありました。しかし、当社の属する情報サービス産業においては、顧客のＩＴ投資動向が全体として

まだら模様ながらも一部には投資再開の動きも見受けられ、こうした顧客ニーズに的確に対応することで当社グル

ープの受注状況も好調に推移しました。 

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72,620百万円(前年同期比7.0％増)、営業利益256百

万円（前年同期は営業損失2,036百万円）、経常利益316百万円（前年同期は経常損失1,691百万円）、四半期純損

失453百万円（前年同期は四半期純損失1,360百万円）となりました。 

売上高については、産業ＩＴサービスが牽引し、前年同期比増収となりました。利益面については、増収効果に

加え、前期に実施した構造改革の効果や不採算案件の抑制等により大幅に改善し、営業利益及び経常利益は黒字化

を果たしました。 

  

セグメント別の状況は以下のとおりです。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いま

す。 

①ＩＴインフラストラクチャーサービス 

当第１四半期連結累計期間の売上高は26,980百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は1,700百万円（同

109.6％増）となりました。「ＧＤＣ御殿山」をはじめとする次世代型データセンター事業に対する需要増を

背景として増収となった上、運営効率化によるコスト低減等により大幅増益となりました。 

  

②金融ＩＴサービス 

当第１四半期連結累計期間の売上高は13,618百万円（前年同期比1.9％増）、営業損失は202百万円（前年同

期は営業損失753百万円）となりました。一部のクレジットカード会社において、ＩＴ投資を再開する動きが

見られ始めました。構造改革効果の寄与等により利益水準も改善しました。 

  

③産業ＩＴサービス 

当第１四半期連結累計期間の売上高は31,909百万円（前年同期比11.6％増）、営業損失は1,424百万円（前

年同期は営業損失2,193百万円）となりました。製造業大手顧客向けの大型開発案件が牽引したほか、不採算

案件の抑制や一部案件の検収時期が早まったこと等もあり、利益水準が改善しました。  

④その他 

当第１四半期連結累計期間の売上高は4,516百万円（前年同期比12.3％増）、営業利益は570百万円（同

12.6％増）となりました。 

  

当社グループは、グループが一体となって変革を成し遂げるＩＴ企業グループを目指し、当期より第２次中期経

営計画をスタートさせています。基本コンセプトである「トップライン重視」、「as One Company」、「進取果

敢」を受け、当期は「本格的なＶ字回復の年度と位置付け、売上高拡大を図る」、「グループ全体 適に向け、一

体感を醸成する」、「事業面の変革を行うとともに、サービス化・グローバル化へ踏み出す」をグループ経営方針

として定め、経営課題に取り組んでいます。  

これまでに、グループ一体運営の視点から、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）一体運用検討プロ

ジェクト及び連結納税制度検討プロジェクトを開始し、「as One Company」の推進のため、ブランド委員会設立等

の諸施策を実施しています。 

また、平成24年６月には、当社グループの強みである国内 大級のデータセンター拠点網を活かし、国内3地域

（首都圏・北陸・関西）のデータセンターの接続を通じて、企業向け高可用型広域仮想クラウドサービス「EINS 

WAVE」の提供を開始いたしました。 

なお、平成24年７月31日付で、株式会社アイ・ユー・ケイについて、当社子会社の株式会社インテックとの一体

運営による事業強化・効率化を図るため、当社直接の子会社から株式会社インテックの子会社とするグループフォ

ーメーション再編を決議しています。     

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点で、当社連結業績は概ね期初計画に沿って進捗していることから、平成24年５月10日発表の連結業績予想

に変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 41,365 45,643

受取手形及び売掛金 64,591 42,498

リース債権及びリース投資資産 8,942 8,753

有価証券 201 201

商品及び製品 2,633 4,017

仕掛品 8,278 12,742

原材料及び貯蔵品 209 210

繰延税金資産 8,027 6,933

その他 8,305 7,941

貸倒引当金 △112 △133

流動資産合計 142,442 128,808

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,635 57,987

機械装置及び運搬具（純額） 4,360 4,137

土地 22,266 21,836

リース資産（純額） 3,455 3,689

その他（純額） 6,074 6,715

有形固定資産合計 94,792 94,366

無形固定資産   

のれん 3,471 3,054

その他 14,047 13,763

無形固定資産合計 17,519 16,818

投資その他の資産   

投資有価証券 28,693 27,984

繰延税金資産 8,597 10,404

その他 19,986 17,919

貸倒引当金 △2,028 △1,998

投資その他の資産合計 55,248 54,310

固定資産合計 167,560 165,495

資産合計 310,003 294,303
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,917 12,908

短期借入金 23,126 23,509

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 2,341 910

賞与引当金 11,115 5,924

その他の引当金 322 132

その他 28,141 28,814

流動負債合計 83,065 72,299

固定負債   

長期借入金 53,288 51,003

リース債務 4,723 5,033

退職給付引当金 12,359 11,900

役員退職慰労引当金 107 103

繰延税金負債 503 494

再評価に係る繰延税金負債 869 732

その他 4,120 4,037

固定負債合計 75,972 73,305

負債合計 159,038 145,604

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,001 10,001

資本剰余金 86,787 86,787

利益剰余金 47,673 45,888

自己株式 △25 △25

株主資本合計 144,436 142,651

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,210 1,030

土地再評価差額金 △1,718 △1,967

為替換算調整勘定 △270 △212

その他の包括利益累計額合計 △778 △1,149

新株予約権 38 29

少数株主持分 7,267 7,166

純資産合計 150,965 148,698

負債純資産合計 310,003 294,303
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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 67,891 72,620

売上原価 58,129 61,464

売上総利益 9,761 11,156

販売費及び一般管理費 11,798 10,899

営業利益又は営業損失（△） △2,036 256

営業外収益   

受取利息 21 6

受取配当金 462 449

その他 266 215

営業外収益合計 750 670

営業外費用   

支払利息 250 208

持分法による投資損失 76 96

その他 78 305

営業外費用合計 405 610

経常利益又は経常損失（△） △1,691 316

特別利益   

投資有価証券売却益 0 69

抱合せ株式消滅差益 41 －

その他 6 1

特別利益合計 49 70

特別損失   

減損損失 8 434

合併関連費用 159 －

その他 138 96

特別損失合計 306 530

税金等調整前四半期純損失（△） △1,948 △143

法人税、住民税及び事業税 1,158 1,042

法人税等調整額 △1,730 △668

法人税等合計 △572 373

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,376 △517

少数株主損失（△） △16 △63

四半期純損失（△） △1,360 △453
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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（△） △1,376 △517

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △450 △183

土地再評価差額金 － △248

為替換算調整勘定 55 79

持分法適用会社に対する持分相当額 0 3

その他の包括利益合計 △393 △349

四半期包括利益 △1,770 △866

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,759 △825

少数株主に係る四半期包括利益 △11 △41
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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
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