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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 

  

(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 8,505 1.4 970 40.8 1,063 22.4 542 50.9
24年3月期第1四半期 8,386 0.7 689 △22.4 868 △12.4 359 △32.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 345百万円 （8.4％） 24年3月期第1四半期 318百万円 （54.5％）

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 12.96 12.95
24年3月期第1四半期 8.32 8.32

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 44,139 39,262 88.4
24年3月期 45,358 39,862 87.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  39,014百万円 24年3月期  39,607百万円

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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 17,400 3.7 1,500 10.5 1,600 2.1 900 27.1 21.47
通期 37,000 7.5 4,000 18.1 4,100 11.8 2,100 12.5 50.07
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(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  
（注）特定子会社の異動には該当いたしませんが、当第１四半期連結累計期間において、ＮＳＤ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．を新たに設立し、連結の範囲に含めて
おります。 
詳細は、添付資料Ｐ．３ 「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」をご覧ください。 

(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報 （注記事項） に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」 に該当するものであります。 
詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報 （注記事項） に関する事項 （３）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） 

（注）期末自己株式数には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を含んでおります。（25年３月期１Ｑ 543,000株、24年３月期 695,700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きの対象外であり、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き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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
・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．３ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧く
ださい。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
・四半期決算補足説明資料は、平成24年８月１日（水）に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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1Q 48,172,160 株 24年3月期 48,172,160 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,214,701 株 24年3月期 6,368,561 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 41,877,626 株 24年3月期1Q 43,235,328 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、生産活動の回復や復興需要を背景に、徐々に持ち直してまいりましたが、

一方では欧州債務問題や、長期化する円高、電力不足への対応等、依然として先行き不透明な状況が続きました。

情報サービス産業におきましては、景気回復期待に伴い企業のIT投資に増加の兆しがみられるなど、環境は回復

基調で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは積極的な受注活動と新規事業の推進、品質管理やプロジェクト管理の強

化に取り組んでまいりました。 

その結果、売上高につきましては、主力のシステムソリューションサービス事業が順調に推移したことにより、

前年同期比増収となりました。また利益につきましては、不採算案件が解消されたことにより、前年同期比増益と

なりました。 

  

当社グループの業績は、以下のとおりとなりました。 

  

セグメント別の業績は、以下のとおりとなりました。 

①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とコンピュータ室運営管理事業）につきましては、企業のIT投資が堅

調に推移したことにより、売上高は7,703百万円（前年同期比1.4％増）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、取扱い製品の増加や復興需要により、売上高は330百万円（前年

同期比19.9％増）となりました。 

  

②人材派遣事業 

・企業の雇用環境は引き続き厳しく、売上高は362百万円（前年同期比11.1％減）となりました。 

  

③不動産賃貸事業 

・賃貸物件（元社員寮等）の安定した稼働により、売上高は109百万円（前年同期比0.5％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

［資産の状況］ 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円となりまし

た。内、流動資産は 百万円減少の 百万円、固定資産は 百万円減少の 百万円となりました。 

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

減少したことなどによるものです。 

固定資産減少の主な要因は、投資有価証券が 百万円減少したことなどによるものです。 

［負債の状況］ 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円となりました。

内、流動負債は 百万円減少の 百万円、固定負債は 百万円減少の 百万円となりました。 

流動負債減少の主な要因は、その他の流動負債が 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、賞与引当金が 百万円減少したことなどによるものです。 

固定負債減少の主な要因は、退職給付引当金が 百万円増加したものの、長期借入金（従業員持株ESOP信託

分）が 百万円減少したことなどによるものです。 

［純資産の状況］ 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比 百万円減少し、 百万円となりまし

た。 

純資産減少の主な要因は、利益剰余金が四半期純利益により 百万円増加したものの、配当金支払いにより

百万円減少し、また、その他有価証券評価差額金が上場株式の時価下落などにより 百万円減少したこと

などによるものです。 

この結果、自己資本比率は、 ％（前連結会計年度末は ％）となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高 百万円8,505 （前年同期比 1.4％増） 

営業利益 百万円970 （前年同期比40.8％増） 

経常利益 百万円1,063 （前年同期比22.4％増） 

四半期純利益 百万円542 （前年同期比50.9％増） 

1,218 44,139

37 26,345 1,180 17,794

2,262 2,290

1,302

617 4,877

581 3,293 36 1,583

247 89

170 516

130

166

600 39,262

542

1,062 195

88.4 87.3



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、第１四半期における業績が順調に進捗していることから、平成24年５月10日に発

表しました業績見通しに変更はございません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

特定子会社の異動には該当いたしませんが、当第１四半期連結累計期間において、NSD International,Inc.

（米国現地法人）を新たに設立し、連結の範囲に含めております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第１四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。

また、一部の子会社につきましては、前連結会計年度の実際実効税率に法人税率の引下げ及び復興特別法人税を

加味して計算しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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、当第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。 

この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

  

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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 16,697,980 18,960,211

受取手形及び売掛金 7,866,662 5,576,215

有価証券 1,001,340 1,000,000

商品及び製品 19,971 36,185

原材料及び貯蔵品 3,603 5,558

その他 812,799 780,485

貸倒引当金 △18,866 △12,841

流動資産合計 26,383,491 26,345,814

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,930,191 3,953,399

土地 5,031,002 5,030,508

その他（純額） 316,406 300,537

有形固定資産合計 9,277,600 9,284,445

無形固定資産   

その他 225,484 241,355

無形固定資産合計 225,484 241,355

投資その他の資産   

投資有価証券 5,756,025 4,453,461

その他 3,732,656 3,832,036

貸倒引当金 △17,155 △17,154

投資その他の資産合計 9,471,527 8,268,344

固定資産合計 18,974,612 17,794,144

資産合計 45,358,103 44,139,959

負債の部   

流動負債   

買掛金 533,560 444,181

1年内返済予定の長期借入金 332,000 332,000

未払法人税等 651,356 480,988

賞与引当金 531,158 14,192

役員賞与引当金 39,300 14,250

株主優待引当金 44,547 41,418

受注損失引当金 23,737 －

その他 1,719,471 1,966,783

流動負債合計 3,875,130 3,293,815

固定負債   

長期借入金 502,000 336,000

退職給付引当金 1,060,696 1,191,098

その他 57,861 56,812

固定負債合計 1,620,558 1,583,910

負債合計 5,495,688 4,877,726



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,205,864 7,205,864

資本剰余金 6,892,184 6,892,184

利益剰余金 34,938,710 34,417,577

自己株式 △6,560,339 △6,427,571

株主資本合計 42,476,420 42,088,055

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △367,376 △562,937

土地再評価差額金 △2,329,768 △2,329,768

為替換算調整勘定 △171,882 △181,327

その他の包括利益累計額合計 △2,869,026 △3,074,033

新株予約権 2,102 2,890

少数株主持分 252,918 245,319

純資産合計 39,862,414 39,262,232

負債純資産合計 45,358,103 44,139,959



（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 8,386,044 8,505,951

売上原価 6,981,073 6,824,000

売上総利益 1,404,971 1,681,950

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 296,486 299,167

賞与引当金繰入額 6,160 4,200

役員賞与引当金繰入額 14,170 14,250

福利厚生費 55,788 88,945

賃借料 81,380 77,394

減価償却費 13,820 14,940

研究開発費 58,742 27,609

その他 188,891 184,891

販売費及び一般管理費合計 715,439 711,399

営業利益 689,532 970,551

営業外収益   

受取利息 23,600 19,512

受取配当金 62,026 62,382

受取家賃 880 －

助成金収入 86,639 －

その他 10,456 15,535

営業外収益合計 183,603 97,431

営業外費用   

支払利息 12 －

為替差損 2,656 3,060

租税公課 1,139 1,140

その他 358 －

営業外費用合計 4,166 4,200

経常利益 868,968 1,063,781

特別利益   

固定資産売却益 55 －

特別利益合計 55 －

特別損失   

段階取得に係る差損 44,089 －

ゴルフ会員権売却損 － 3,842

減損損失 1,371 494

災害による損失 1,497 －

その他 421 －

特別損失合計 47,379 4,336

税金等調整前四半期純利益 821,644 1,059,444

法人税等 453,133 509,143

少数株主損益調整前四半期純利益 368,511 550,301

少数株主利益 8,814 7,692

四半期純利益 359,696 542,609



（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利益 368,511 550,301

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,377 △195,561

為替換算調整勘定 △7,551 △9,445

その他の包括利益合計 △49,929 △205,006

四半期包括利益 318,582 345,295

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 309,767 337,603

少数株主に係る四半期包括利益 8,814 7,692



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額57千円には、セグメント間取引消去97千円、全社費用△40千円が含まれており

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△7,598千円には、セグメント間取引消去97千円、全社費用△7,695千円が含ま

れております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

システムソリ
ューションサ
ービス事業 

人材派遣事
業 

不動産賃貸
事業 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  7,869,370  407,859  108,814  8,386,044  －  8,386,044

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  83,926  5,746  89,672  △89,672  －

計  7,869,370  491,786  114,560  8,475,717  △89,672  8,386,044

セグメント利益  645,781  12,093  31,599  689,474  57  689,532

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

システムソリ
ューションサ
ービス事業 

人材派遣事
業 

不動産賃貸
事業 

計 

売上高            

外部顧客への売上高  8,034,022  362,599  109,329  8,505,951  －  8,505,951

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,237  96,435  5,473  103,146  △103,146  －

計  8,035,259  459,035  114,802  8,609,097  △103,146  8,505,951

セグメント利益  937,203  13,744  27,202  978,149  △7,598  970,551

（６）重要な後発事象
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