
(1)業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年３月の東日本大震災と原発事故及び電力供給不安などの影響による

大幅な落ち込みからは、徐々に回復が進んできましたが、欧州債務危機問題による世界経済の減速と歴史的な円

高、タイの洪水被害による経済活動への影響などにより、引き続き見通しは不透明で厳しい状況が続きました。 

情報サービス産業におきましても、一部の業種につきましてはIT投資に回復の兆しがみられたものの、長期化す

る景気低迷や国内産業の海外移転による空洞化、クラウドなどに代表されるシステムの所有から利用への進展によ

る影響などにより、全体としては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、積極的な受注活動と新規ビジネスの開発・推進、品質の向上やプロジェ

クトマネジメントの徹底、諸経費の削減などに取り組み、売上の拡大と収益の確保に努めてまいりました。 

その結果、売上高につきましては、前年同期比増収となりました。一方、利益面につきましては、一部の不採算

プロジェクトによる影響、転進支援による早期割増退職金の負担増、法人税率変更による税金の負担増などにより

前年同期比減益となりました。 

  

当連結会計年度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。 

  

事業のセグメント別の概況は、以下のとおりです。 

＜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（ソフトウエア開発と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

合案件が概ね順調に推移したことにより、売上高は30,798百万円（前年同期比2.9％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、自社製品の販売推進に努めた結果、売上高は1,571百万円（前

年同期比17.3％増）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、デフレの長期化や景気の先行き不透明感により、企業の人材派遣に対するニー

ズが増加せず、売上高は1,599百万円（前年同期比5.0％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、賃貸不動産（元社員寮等）の戸数増と安定した入居率により、売上高は442

百万円（前年同期比17.4％増）となりました。 

  

(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 百万円の増加となりました。 

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 ％増）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、退職給付引当金の増加額 百万

円、未払消費税等の増加額 百万円などによる資金の増加と、法人税等の支払額 百万円などによる資金の減

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増加は、 百万円（前連結会計年度は 百万円の資金の減

少）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、投資有価証券の売却による収入 百万円などによる資

金の増加と、投資有価証券の取得による支出 百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円などによる資

金の減少によるものであります。 

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

売上高 百万円34,412 （前年同期比 ％増） 3.2

営業利益 百万円3,386 （前年同期比 ％減） 5.5

経常利益 百万円3,668 （前年同期比 ％減） 3.1

当期純利益 百万円1,867 （前年同期比 ％減） 10.3
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〔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 ％増）となりました。 

これは主に、自己株式の取得による支出 百万円、配当金の支払 百万円などによる資金の減少によるも

のであります。 

  

(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．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。 

  

3,012 133.8

1,980 1,264

２【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同期比 

システムソリューションサービス事業 千円 27,811,648 ％ 2.8

合計 千円 27,811,648 ％ 2.8

セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円) 
  

前年同期比(％) 前年同期比(％) 

システムソリューションサービス事業  27,736,336  0.8  6,346,616  △1.2

合計  27,736,336  0.8  6,346,616  △1.2

セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同期比 

システムソリューションサービス事業 千円 32,370,509 ％ 3.5

  内 
訳 

情報サービス 千円 30,798,958 ％ 2.9

  ソフトウエアプロダクト 千円 1,571,550 ％ 17.3

人材派遣事業 千円 1,599,706 ％ △5.0

不動産賃貸事業 千円 442,162 ％ 17.4

合計 千円 34,412,377 ％ 3.2



(1）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中、お客様にご満足いただける品質のシステムを提供

していくための取り組みを行ってまいります。 

具体的には、新たに品質管理部を設置することにより「プロジェクト管理」をより一層徹底するとともに、「標

準化プロセスの整備」、「プロセス改善運動の徹底」などにより、組織的な品質向上・生産性向上に取り組んでま

いります。 

  

(2）人材育成 

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、研修の充実を図り優秀な人材の育成を積極的に推進してまいります。また、

グローバル展開を担う海外人材の育成にも取り組んでまいります。 

  

(3）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、投資者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、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが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、経済情勢の変化やクラウドなどに代表さ

れるシステムの所有から利用への構造変化などによる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

などにより、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徹底しております。 

(2）情報セキュリティ及び知的財産権に関するリスク 

お客様よりお預かりした個人情報や機密情報など、情報資産の流失や、外部からのウィルスなどの侵入、知的財

産権の侵害などの発生により、社会的信用の失墜や訴訟提起、損害賠償など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など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など

を徹底しております。 

(3）自然災害・伝染病等のリスク 

地震などの自然災害や新型インフルエンザなどの伝染病の発生により、当社グループの主要な事業所などが壊滅

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、その修復又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おります。 

  

該当事項はありません。 

  

３【対処すべき課題】

４【事業等のリスク】

５【経営上の重要な契約等】



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。 

前年度に実施いたしました企画案件が堅調に推移し、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。 

(1)(2)については市場投入を行っております。 

(1）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 

(2）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） 

(3）故障率診断によるリスク細分化IT保守サービスの開発 

(4）ITによるトータルヘルスケアサポートサービスの開発 

など、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 百万円増加し、 百万円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

内、流動資産は 百万円増加の 百万円（前年同期比 ％増）、固定資産は 百万円減少の

百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円増加したこと、保有

社債の早期償還決定による投資有価証券から有価証券への振替が 百万円あったことなどによるものであり

ます。 

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産が 百万円減少したこと、保有社債の早期償還決定による投資有

価証券から有価証券への振替が 百万円あったことなど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 百万円増加し、 百万円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

内、流動負債は 百万円増加の 百万円（前年同期比 ％増）、固定負債は 百万円減少の 百

万円（前年同期比 ％減）となりました。 

流動負債増加の主な要因は、買掛金が 百万円、１年内返済予定の長期借入金（従業員持株ESOP信託分）が

百万円、未払法人税等が 百万円、流動負債その他が 百万円増加したことなどによるものであります。 

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１年内返済予定の長期借入金への振替により 百万円減少したことなどによるものであります。 

  

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、当期純利益により 百万円、自己株式の処分（従業員持株ESOP信託分）により

百万円増加したものの、自己株式の取得により 百万円、配当金支払いにより 百万円減少したこと

などによるものであります。 

この結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末 ％）となりました。 

  

(3）経営成績の分析 

①売上高 

当連結会計年度の売上高は、積極的な受注活動と新規ビジネスの開発・推進、品質の向上やプロジェクトマネ

ジメントの徹底等により、 百万円（前年同期比 ％増）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が概ね順調に推移したことにより、売上高は30,798百万円（前年同期比2.9％増）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、自社製品の販売推進に努めた結果、売上高は

1,571百万円（前年同期比17.3％増）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 ％増）となり

ました。 

人材派遣事業につきましては、デフレの長期化や景気の先行き不透明感により、企業の人材派遣に対するニー

ズが増加せず、売上高は1,599百万円（前年同期比5.0％減）となりました。 

不動産賃貸事業につきましては、賃貸不動産（元社員寮等）の戸数増と安定した入居率により、売上高は442

百万円（前年同期比17.4％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、諸経費の削減などに取り組み、収益の確保に努めてまいりましたが、一部の不採算プロジェクト

による影響などによるものであります。 

  

③営業外損益 

営業外収益は、助成金収入の計上などにより前連結会計年度に比べ 百万円増の 百万円となりました。 

営業外費用は、為替差損の減少などにより前連結会計年度に比べ 百万円減の 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、受取補償金の計上などにより、前連結会計年度に比べ 百万円増の 百万円となりました。 

特別損失は、転進支援による早期割増退職金の計上などにより、前連結会計年度に比べ 百万円増の 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）となりました。

また、実効税率変更による税金費用の増加の影響などにより当期純利益は 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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32,370 3.5

3,386 5.5

65 300

13 18

3,668 3.1

53 102

142 351

3,419 5.7

1,867 10.3
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