
(1)業績 

このたびの東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を

お祈り申しあげます。 

当社グループも、福島県いわき市にある連結子会社の株式会社FSK及び株式会社ディ・アクセスが被災し、原発

の問題も加わり一時的に業務の一部休止を余儀なくされ、お客様も被災するなどの影響を受けました。当社につ

きましては、計画停電による影響は多少あったものの、人的・物的被害はありませんでした。 

さて当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア・新興国を中心とした外需による生産活動の増加により企

業収益も改善へと転じ、緩やかな回復基調にありましたが、円高の進行やデフレの長期化により本格的な回復に

は至らず、加えて東日本大震災の影響もあり、先行き不透明な状況となりました。 

情報サービス産業におきましては、企業のIT関連投資は業種によっては徐々に回復の兆しが出てきたものの、

全体としては依然受注低迷の状況が継続しており、厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の中、当社グループは、長年培ってきた業務ノウハウやシステム構築力を活かした積極的な受

注活動を推進するとともに、サービス利用型ビジネスへの取り組みを強化してまいりました。また、プロジェク

トのリスク管理の徹底や品質の向上、諸経費の節減などを進めることにより、収益確保に努めてまいりました。 

しかしながら、厳しい受注動向や一部のプロジェクトで採算が低下するなどの影響により減収減益となりまし

た。 

  

当期の当社グループの連結業績は、以下のとおりとなりました。 

  

なお、連結子会社の株式会社FSK及び株式会社ディ・アクセスにつきましては、東日本大震災の影響により特別

損失を計上しております。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜システムソリューションサービス事業＞ 

・情報サービス事業（ソフトウエア開発事業及びコンピュータ室運営管理事業）につきましては、金融業のシ

ステム統合案件は概ね順調に推移したものの、製造業やサービス業などのIT投資の抑制の影響があり、売上

高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

・ソフトウエアプロダクト事業につきましては、取扱い製品の見直しやIT投資の抑制に伴う影響により、売上

高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

＜人材派遣事業＞ 

人材派遣事業につきましては、企業のコスト削減に伴う人材派遣に対するニーズの低下や法改正動向の影響

で、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

不動産賃貸事業につきましては、元社員寮などの自社保有物件を賃貸しておりますが、稼働率の向上によ

り、売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

売上高 百万円33,334 （前年同期比 ％減） 4.6

売上原価 百万円27,022 （前年同期比 ％減） 2.4

売上総利益 百万円6,311 （前年同期比 ％減） 13.1

販売費及び一般管理費 百万円2,729 （前年同期比 ％減） 9.3

営業利益 百万円3,582 （前年同期比 ％減） 15.7

経常利益 百万円3,785 （前年同期比 ％減） 13.4

当期純利益 百万円2,080 （前年同期比 ％減） 38.8

29,934 2.2

1,339 39.5

1,684 5.2

376 7.2



(2)キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、 百万円となり、前

連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、 百万円（前年同期比93.7％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円等による資金の増加と、売上債権

の増加額 百万円、法人税等の支払額 百万円等による資金の減少によるものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、 百万円（前連結会計年度は 百万円の資金

の増加）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入 百万円等による資金の増加と、投資有価証券の取得による支出

百万円、定期預金の預入による支出 百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円等による資金

の減少によるものであります。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、 百万円（前年同期比55.8％減）となりました。 

これは主に、長期借入れによる収入 百万円等による資金の増加と、配当金の支払 百万円、自己株

式の取得による支出 百万円等による資金の減少によるものであります。 
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(1）生産実績 

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額はシステムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものであります。 

２．金額は販売価格で表示しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額はシステムソリューションサービス事業の内、ソフトウエア開発に係るものであります。 

２．当連結会計年度より受注高の集計方法を変更しております。これに伴い、受注残高も変更後の残高となって

おります。なお、前年同期比については新基準による前連結会計年度の金額と対比しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３． 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が

10％未満のため記載を省略しております。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】

      

セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

システムソリューションサービス事業  27,064,790  0.3

合計  27,064,790  0.3

          

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

システムソリューションサービス事業  27,524,155  3.2  6,421,928  7.7

合計  27,524,155  3.2  6,421,928  7.7

      

セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

システムソリューションサービス事業  31,273,494  △4.7

  内 
訳 

情報サービス  29,934,206  △2.2

  ソフトウエアプロダクト  1,339,287  △39.5

人材派遣事業  1,684,006  △5.2

不動産賃貸事業  376,658  7.2

合計  33,334,158  △4.6



(1) サービス利用型ビジネスの強化・拡充 

サービス利用型ビジネスに対するお客様のニーズが年々高まっており、ニーズに対応したソリューションやサー

ビスの強化・拡充を図ってまいります。 

  

(2) より一層の品質向上と生産性向上 

お客様のシステムに対する信頼性・専門性の要求が高まるなか、お客様にご満足いただける品質のシステムを提

供していくための品質向上、生産性向上の取り組みを、専門組織による「標準化プロセスの整備」、「プロセス改

善活動の徹底」、「プロジェクト管理ツールによるプロジェクトマネジメントの徹底」などの継続した取り組みに

より、より一層強化してまいります。 

  

(3) 人材育成 

優秀な人材が当社の 大の財産であり、プロジェクトマネジメント力の向上をはじめとし、システムエンジニア

の技術スキル・ビジネススキルの向上など、研修の充実を図り人材育成を積極的に推進してまいります。 

  

(4) M&A、アライアンスの検討・推進 

さらなる成長のために、M&Aや国内外の有力企業とのアライアンスを検討・推進してまいります。 

  

(5) リスクマネジメントの強化 

地震などの自然災害に伴うリスク、情報セキュリティや知的財産権に関するリスク、システム開発に伴うリスク

など、事業に関するさまざまなリスクに対応するため、社内の各委員会をはじめとして全社的に取り組みを推進

し、リスクマネジメントの強化を図ってまいります。 

  

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、本項の記載内容のうち、将来に関する事項を説明している場合は、当該事項は本書提出日現在において判断

したものであります。 

また、下記のリスク項目は影響の程度が高いと判断した項目であり、当社グループに係る全てのリスクを列挙した

ものではありません。 

  

(1）システムソリューションサービス事業におけるリスク 

システムソリューションサービス事業におけるリスクにつきましては、経済情勢の変化やシステムの所有から利

用への構造変化等によるIT投資動向の変化、海外企業を含む業界他社との競合状況、お客様の信用状況、大型案件

成約の成否、個別プロジェクトの進捗状況や採算性、協力会社とのアライアンス状況等により、当社グループの業

績が変動する可能性があります。 

そのリスクに対しましては、プロジェクト管理を含むリスクマネジメントを強化徹底することにより対応してま

いります。 

(2）情報セキュリティ及び知的財産権に関するリスク 

お客様よりお預りした個人情報や機密情報等、情報資産の流出や、外部からのウィルス等の侵入、知的財産権の

侵害等の発生により、社会的信用の失墜や訴訟提起、損害賠償等の事態を招く可能性があります。 

そのリスクに対しましては、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等の各委員会による指導や教育

の実施ならびに全社的な取り組みの推進、外部への情報流出や外部からの不正侵入を防ぐセキュリティ対策等を徹

底してまいります。 

(3）自然災害・伝染病等のリスク 

地震等の自然災害や新型インフルエンザ等の伝染病の発生により、当社グループの主要な事業所等が壊滅的な損

害を被った場合や従業員の多くが被害を受けた場合は、その修復または対応のために巨額な費用を要するなど当社

グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

そのリスクに対しましては、それらが発生した場合や発生するおそれが生じた場合に備え、事業継続のための対

応活動に取り組んでまいります。 

  

３【対処すべき課題】

４【事業等のリスク】



該当事項はありません。 

  

当社グループの研究開発活動は、 先端の技術を常に探求するとともに、新しいビジネスを展開するための新製

品を開発することを主目的として推進してまいりました。 

当連結会計年度における当社グループ全体の研究開発費は、 百万円であります。 

  

・システムソリューションサービス事業 

販売目的製品の研究開発 

販売目的として以下の研究開発を行いました。 

①3D仮想空間シミュレーション技術の開発 

②ITによるトータルヘルスケアサポートサービスの開発 

③製造業向けオートメーション連携事業（製造工場ラインの国際標準化事業） 

④スマートフォン、タブレットデバイス活用サービスの開発 

等、成長分野への技術開発を行いました。 

  

当事業に係る研究開発費は、 百万円であります。 

  

(1）重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。なお、当期の連結財務諸表の作成にあたり適用した会計基準等につきましては、第５「経理の状

況」１．「連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び 第５「経理の状況」

２．「財務諸表等 重要な会計方針」に記載しております。 

  

(2）財政状態の分析 

①資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円（前年同期比 ％減）と

なりました。 

そのうち流動資産は 百万円減少の 百万円（同 ％減）、固定資産は 百万円増加の 百万

円（同 ％増）となりました。 

流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が 百万円増加したものの、現金及び預金が 百万

円、商品及び製品が 百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産増加の主な要因は、建物及び構築物が 百万円、投資有価証券が 百万円増加したこと等によるも

のであります。 

  

②負債の状況 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円（前年同期比 ％減）とな

りました。 

そのうち流動負債は 百万円減少の 百万円（同 ％減）、固定負債は 百万円増加の 百万円

（同 ％増）となりました。 

流動負債減少の主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が 百万円増加したものの、買掛金が 百万円、

未払法人税等が 百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債増加の主な要因は、退職給付引当金が 百万円減少したものの、長期借入金が 百万円増加したこ

と等によるものであります。 

  

５【経営上の重要な契約等】

６【研究開発活動】
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③純資産の状況 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円（前年同期比 ％減）と

なりました。 

純資産減少の主な要因は、利益剰余金が 百万円増加したものの、上場株式の時価下落等によりその他有価

証券評価差額金が 百万円減少、また、自己株式の取得等により 百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

  

(3）経営成績の分析 

①売上高 

当連結会計年度の売上高は、厳しい受注動向の影響などにより 百万円（前年同期比 ％減）となりま

した。 

セグメントの業績では、システムソリューションサービス事業のうち、情報サービス事業につきましては、金

融業のシステム統合案件は概ね順調に推移したものの、製造業やサービス業などのIT投資の抑制の影響があり、

売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。また、ソフトウエアプロダクト事業につきまして

は、取扱い製品の見直しやIT投資の抑制に伴う影響により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）とな

りました。 

以上の結果、システムソリューションサービス事業の売上高は、 百万円（前年同期比 ％減）となり

ました。 

人材派遣事業につきましては、企業のコスト削減に伴う人材派遣に対するニーズの低下や法改正動向の影響に

より、売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

不動産賃貸事業につきましては、元社員寮などの自社保有物件を賃貸しておりますが、稼動率の向上により、

売上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

②営業利益 

当連結会計年度の営業利益は、 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

主な要因は、販売費及び一般管理費の削減（前年同期比 ％減）等にも努めてまいりましたが、厳しい受注

動向や一部のプロジェクトで採算が低下するなどの影響によるものであります。 

  

③営業外損益 

営業外収益は、受取家賃が減少したものの、受取利息、受取配当金等の増加により前連結会計年度に比べ 百

万円増加の 百万円となりました。 

営業外費用は、賃貸収入原価等の減少により前連結会計年度に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

  

④経常利益 

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は、 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

⑤特別損益 

特別利益は、前連結会計年度に固定資産売却益 百万円を計上したため、前連結会計年度に比べ 百万

円減少の 百万円となりました。 

特別損失は、投資有価証券評価損の減少等により、前連結会計年度に比べ 百万円減少の 百万円となりま

した。 

  

⑥税金等調整前当期純利益及び当期純利益 

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は 百万円（前年同期比 ％減）、当期純利益

は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

  

(4）キャッシュ・フローの状況の分析 

キャッシュ・フローの状況につきましては、第２「事業の状況」１.「業績等の概要」(2)「キャッシュ・フ

ロー」に記載しております。 
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