
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
       

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,031 △2.7 △226 ― △262 ― △346 ―
24年３月期第１四半期 3,114 △10.2 △408 ― △412 ― △340 ―

(注)包括利益 25年３月期第１四半期 △386百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △336百万円( ―％)

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 △30.60 ―
24年３月期第１四半期 △30.07 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 13,383 5,697 42.6
24年３月期 14,008 6,081 43.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 5,697百万円 24年３月期 6,081百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 0.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 6.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 16,000 5.3 500 ― 500 ― 300 ― 26.48

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 11,793,600株 24年３月期 11,793,600株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 453,820株 24年３月期 463,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 11,332,980株 24年３月期１Ｑ 11,327,698株

※ 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ますが、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のレビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・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３ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見られ、

景気は緩やかに持ち直しているものの、欧州債務危機の問題が再燃し、円高・株安の進行により企業業

績の下振れが懸念されるなど先行き不透明感が払拭できない状況が続きました。 

情報サービス産業におきましては、システム更改案件の再開やインフラの 適化、事業継続／災害復

旧に対する投資などを中心にＩＴサービス支出の回復が見られるようになりました。しかしながら、企

業が新たな戦略投資を国内向けに増やしているとは言い難い状況にあり、市場での競争はさらに激しさ

を増し、経営環境は引き続き厳しい状況にあります。 

このような環境のもとで、当社グループは、金融業界向けに当社の開発サポート力と業務提携先の運

用・保守サポート力を組み合わせ、顧客の情報システムライフサイクルをトータルサポートする取り組

みや当社の〈ＳＷＡＴ ｐｌｕｓ〉を中心とした介護ビジネスの受注拡大を図る同業他社とのアライア

ンスを積極的に推進しております。また、安定的な収益を確保することによって成長を続けるために

“開発型ビジネス”から顧客の情報システムの運用支援サービス、ＩＴアウトソーシングサービスなど

の“サービス型ビジネス”への転換に注力いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、30億31百万円（前年同四半期比2.7％減）となり

ました。 

また、利益面につきましては、プロジェクト統制の強化や生産性の向上、外注費削減や人件費を始め

とした諸経費の縮減などコスト構造改革の取り組みにより、営業損失２億26百万円（前年同期は営業損

失４億８百万円）、経常損失２億62百万円（前年同期は経常損失４億12百万円）、四半期純損失３億46

百万円（前年同期は四半期純損失３億40百万円）となりました。 

  

  

  

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
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は133億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億

25百万円減少いたしました。流動資産は89億98百万円となり、５億１百万円減少いたしました。主な

要因は、受取手形及び売掛金の減少（16億54百万円）、現金及び預金の増加（９億82百万円）、仕掛

品の増加（１億86百万円）等であります。固定資産は43億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億24百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の減少（１億９百万円）等であります。

  

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は76億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ２

億41百万円減少いたしました。流動負債は39億10百万円となり、81百万円増加いたしました。主な要

因は、１年内返済予定の長期借入金の増加（２億83百万円）、未払金の減少（２億10百万円）等であ

ります。固定負債は37億75百万円となり、３億22百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金

の減少（３億64百万円）等であります。 

  

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は56億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ

３億84百万円減少いたしました。主な要因は、第１四半期連結累計期間における四半期純損失の計上

（３億46百万円）等であります。 

  なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の43.4%から42.6%となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成24年５月15日に公表いたしました連

結業績予想と変更はございません。 

  

(注) 業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 4,262,543 5,245,327

受取手形及び売掛金 4,242,768 2,588,684

商品及び製品 128,399 159,439

仕掛品 462,148 649,107

繰延税金資産 245,586 175,543

その他 160,045 180,314

貸倒引当金 △2,059 △7

流動資産合計 9,499,433 8,998,409

固定資産   

有形固定資産 326,640 324,686

無形固定資産 488,079 485,470

投資その他の資産   

投資有価証券 1,706,557 1,596,638

繰延税金資産 1,288,003 1,279,553

差入保証金 278,780 276,811

その他 463,705 463,999

貸倒引当金 △42,448 △42,447

投資その他の資産合計 3,694,598 3,574,555

固定資産合計 4,509,318 4,384,712

資産合計 14,008,752 13,383,121

－5－

日本コンピューター・システム㈱　(9709)　平成25年３月期第１四半期決算短信



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 513,203 342,592

短期借入金 915,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 603,516 886,516

リース債務 74,513 70,651

未払金 1,041,266 831,119

未払法人税等 30,503 18,281

賞与引当金 214,905 126,412

受注損失引当金 63,985 676

その他 372,019 734,135

流動負債合計 3,828,912 3,910,385

固定負債   

長期借入金 1,666,003 1,301,874

リース債務 97,081 101,527

退職給付引当金 2,303,905 2,344,448

長期未払金 31,090 27,580

固定負債合計 4,098,079 3,775,429

負債合計 7,926,992 7,685,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,775,100 3,775,100

資本剰余金 3,880,687 2,803,202

利益剰余金 △1,219,030 △489,084

自己株式 △141,385 △138,289

株主資本合計 6,295,370 5,950,928

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △205,883 △250,310

為替換算調整勘定 △7,726 △3,311

その他の包括利益累計額合計 △213,610 △253,622

純資産合計 6,081,760 5,697,306

負債純資産合計 14,008,752 13,383,121
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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：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 3,114,635 3,031,894

売上原価 2,613,186 2,432,762

売上総利益 501,449 599,132

販売費及び一般管理費 909,771 825,486

営業損失（△） △408,322 △226,353

営業外収益   

受取利息 1,029 1,870

受取配当金 9,087 9,227

保険配当金 5,556 －

受取補償金 － 10,000

その他 2,465 1,592

営業外収益合計 18,139 22,690

営業外費用   

支払利息 12,584 12,272

有価証券売却損 2,463 1,948

有価証券評価損 5,131 14,081

持分法による投資損失 2,100 27,238

その他 97 3,487

営業外費用合計 22,376 59,028

経常損失（△） △412,559 △262,691

特別損失   

事務所移転費用 154,596 －

特別損失合計 154,596 －

税金等調整前四半期純損失（△） △567,156 △262,691

法人税、住民税及び事業税 3,344 5,632

法人税等調整額 △229,838 78,493

法人税等合計 △226,493 84,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △340,662 △346,817

四半期純損失（△） △340,662 △346,817
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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（△） △340,662 △346,817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,341 △44,426

為替換算調整勘定 2,066 4,415

その他の包括利益合計 4,408 △40,011

四半期包括利益 △336,254 △386,828

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △336,254 △386,828

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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