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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業の内容に重要な変

更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期 

第１四半期 
連結累計期間

第34期 
第１四半期 
連結累計期間

第33期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 37,896 39,873 172,005 

経常利益 (百万円) 2,366 2,008 11,626 

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,138 918 6,592 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,212 1,016 7,117 

純資産額 (百万円) 90,726 95,414 95,571 

総資産額 (百万円) 135,881 143,016 145,121 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 21.49 17.32 124.40 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

（円） ― ― ― 

自己資本比率 （％） 64.5 64.4 63.6 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、当四半期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の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、景気の着実な持ち直しが見られました。情報サービス業界

においては、顧客企業においてシステム投資が回復してくる中で、着実な改善傾向が見られました。 

当第１四半期連結累計期間は、本年４月に設置した営業統括本部のもとアカウント戦略及びソリューシ

ョン戦略を全社横断で強力に推進し、営業力の強化を図ってきました。サービスビジネスの強化・拡大に

関しては、クラウド型のデスクトップ仮想化サービス「M³DaaS@absonne（エムキューブダース・アット・

アブソンヌ）」の大規模案件を受注しました。またITのサービス化に伴い重要性が増しているネットワー

ク及びネットワーク・セキュリティ分野を強化するために株式会社ネットワークバリューコンポネンツと

本年５月に業務提携を行いました。グローバル対応につきましては、タイ現地法人Thai NS Solutions

Co.,Ltd.において、新日鐵住金㈱のグループ会社へのシステムサポートを開始しました。 

また本年６月開催の定時株主総会決議を経て取締役会の体制の見直し及び執行役員制度の導入を行いま

した。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、業務ソリューション事業及び基盤ソリューション事業が堅調に

推移したことから、39,873百万円と前年同期（37,896百万円）と比べ1,976百万円の増収となりました。

経常利益は、増収による増益があったものの、販売費及び一般管理費の増加により、2,008百万円と前年

同期（2,366百万円）と比べ357百万円の減益となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2) 財政状態の分析 

①貸借対照表 

1) 資産の部 

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末145,121百万円から2,105百万円減少

し、143,016百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金の減少△12,616百万円、現金及び

預金の減少△1,796百万円、預け金の増加6,917百万円、仕掛品の増加3,800百万円、有形固定資産の増

加1,593百万円であります。 

2) 負債の部 

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末49,550百万円から1,948百万円減少

し、47,602百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△3,640百万円、賞与引当金

の減少△2,844百万円、前受金の増加2,633百万円、退職給付引当金の増加270百万円であります。 

3) 純資産の部 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末95,571百万円から157百万円減少

し、95,414百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益918百万円、配当金△1,059百万円でありま

す。その結果、自己資本比率は64.4％となります。  

  

②資金調達 

1) 金融機関等からの借入可能枠 

当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、親会社である新日

鐵住金㈱に対し2,400百万円の当座借越枠があり、合計7,200百万円の当座借越枠を保有しております。

2) キャッシュマネージメントシステム(CMS) 

当社は、上記新日鐵住金㈱のCMSを利用しており、当第１四半期連結会計期間末は29,749百万円を預

け入れております。 

  

(3) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は406百万円であります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 
(注)当第１四半期会計期間における発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。 

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 211,996,000 

計 211,996,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 52,999,120 52,999,120 
東京証券取引所 
（市場第一部）

単元株式数は、100株であり
ます。 

計 52,999,120 52,999,120 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年６月30日 ― 52,999,120 ― 12,952 ― 9,950 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 
(注)  「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株（議決権１個）が含まれ

ております。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

該当事項はありません。 

  

   平成25年６月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
 普通株式 

1,500 
― ―

完全議決権株式(その他) 
 普通株式 

52,994,000 
529,940 ―

単元未満株式 
 普通株式 

3,620 
― ―

発行済株式総数 52,999,120 ― ―

総株主の議決権 ― 529,940 ―

  平成25年６月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
新日鉄住金ソリューショ
ンズ㈱ 

東京都中央区新川二丁目
20番15号 

1,500 ― 1,500 0.00 

計 ― 1,500 ― 1,500 0.00 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,321 1,525

預け金 22,832 29,749

受取手形及び売掛金 39,041 26,425

有価証券 7,999 9,000

仕掛品 12,673 16,474

原材料及び貯蔵品 321 322

その他 4,167 4,365

貸倒引当金 △32 △21

流動資産合計 90,324 87,839

固定資産   

有形固定資産 20,760 22,354

無形固定資産   

のれん 2,517 2,475

その他 1,442 1,449

無形固定資産合計 3,959 3,925

投資その他の資産   

関係会社長期貸付金 12,000 12,000

その他 18,163 16,975

貸倒引当金 △86 △79

投資その他の資産合計 30,077 28,896

固定資産合計 54,797 55,176

資産合計 145,121 143,016

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,891 9,250

未払法人税等 1,974 1,054

前受金 8,258 10,892

賞与引当金 5,796 2,952

その他の引当金 459 506

その他 4,941 6,085

流動負債合計 34,321 30,742

固定負債   

退職給付引当金 14,396 14,666

役員退職慰労引当金 185 151

その他 646 2,042

固定負債合計 15,228 16,859

負債合計 49,550 47,602
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,952 12,952

資本剰余金 9,950 9,950

利益剰余金 70,544 70,403

自己株式 △4 △4

株主資本合計 93,443 93,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72 109

土地再評価差額金 △1,276 △1,276

為替換算調整勘定 △3 19

その他の包括利益累計額合計 △1,208 △1,148

少数株主持分 3,335 3,260

純資産合計 95,571 95,414

負債純資産合計 145,121 143,016
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 37,896 39,873

売上原価 ※1  30,700 ※1  32,573

売上総利益 7,195 7,300

販売費及び一般管理費 ※1  5,013 ※1  5,494

営業利益 2,182 1,806

営業外収益   

受取利息 59 63

受取配当金 128 129

投資有価証券売却益 － 22

持分法による投資利益 2 －

その他 11 9

営業外収益合計 202 225

営業外費用   

支払利息 8 12

持分法による投資損失 － 3

固定資産除却損 3 1

その他 6 5

営業外費用合計 18 22

経常利益 2,366 2,008

税金等調整前四半期純利益 2,366 2,008

法人税等 1,172 1,055

少数株主損益調整前四半期純利益 1,194 953

少数株主利益 55 35

四半期純利益 1,138 918
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,194 953

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5 36

為替換算調整勘定 12 26

その他の包括利益合計 18 63

四半期包括利益 1,212 1,016

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,155 977

少数株主に係る四半期包括利益 56 38
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

該当事項はありません。 

  

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

該当事項はありません。 

  

(会計方針の変更等) 

該当事項はありません。 

  

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

 
  

(四半期連結貸借対照表関係) 

該当事項はありません。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 
当第１四半期連結累計期間

 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

 366百万円 406百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

ん償却額は、次のとおりであります。 

 
  

(株主資本等関係) 

前第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．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期 

  連結会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期 

  連結会計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

減価償却費 685百万円 761百万円 

のれん償却額 41百万円 41百万円 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月15日 
取締役会 

普通株式 1,059 20.00 
平成24年 
３月31日

平成24年 
６月１日

利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月14日 
取締役会 

普通株式 1,059 20.00 
平成25年 
３月31日

平成25年 
６月３日

利益剰余金
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(セグメント情報等) 

当社及び当社グループは情報サービス単一事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

平成25年５月14日開催の取締役会において、平成25年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次

のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。 

    ① 配当金の総額                                  1,059百万円 

    ② １株当たりの金額                                 20円00銭 

    ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成25年６月３日 

  

項目 (自  平成24年４月１日 
前第１四半期連結累計期間

 至  平成24年６月30日)
(自  平成25年４月１日 

当第１四半期連結累計期間

 至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 21円49銭 17円32銭 

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,138 918 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─ 

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,138 918 

普通株式の期中平均株式数（株） 52,997,589 52,997,566 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成25年８月５日

新日鉄住金ソリューションズ株式会社 

取締役会  御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新
日鉄住金ソリューションズ株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四
半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年
４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新日鉄住金ソリューションズ株式会社及び
連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成
績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士        栁  澤  秀  樹 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士        俵      洋  志 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士        山  田  尚  宏 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年８月６日 

【会社名】 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 

【英訳名】 NS Solutions Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  謝 敷  宗 敬 

【最高財務責任者の役職氏名】        － 

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目20番15号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  



当社代表取締役社長謝敷宗敬は、当社の第34期第１四半期(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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