
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,069 ( －)  270 ( －)  266 ( －)  154 ( －) 

22年３月期第１四半期 － ( －) － ( －) － ( －) － ( －) 

  
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 

23年３月期第１四半期  121  68 － － 

22年３月期第１四半期 － － － － 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  12,071  7,062  58.5  4,881  72

22年３月期  11,886  6,394  53.8  5,087  55

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,062百万円 22年３月期 6,394百万円 

  
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 

22年３月期 － － － － － － 80 00  80  00

23年３月期 － － 

23年３月期（予想）  60 00 － － 60 00  120  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  6,468  △1.4  495  △34.7  499  △34.0  291  △36.0  214  35

通期  14,000  5.4  1,180  △6.4  1,174  △6.2  687  △6.3  489  81



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有 

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる

重要な事項等の変更に記載されるもの） 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
※  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 

 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、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき

作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想値と異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 1,446,800株 22年３月期 1,256,800株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 1,273,503株 22年３月期１Ｑ 1,256,800株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  1

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  1

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  1

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………  2

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 ……………………………………  2

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  5

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  6

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（株）電算（3640）平成23年３月期　第１四半期決算短信



（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が増加する等、景気回復の兆しが見られたものの、厳

しい雇用・所得環境等を背景に個人消費回復の足取りは依然として重く、引き続き先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

当社が属する情報サービス業界におきましても、回復の兆しが見られるものの、企業の情報システムへの投資縮

小や延期、受注案件の減少及び価格競争の激化等、業界の経営環境は厳しい状況が続いております。 

このような状況のもとで、当社は、新規顧客の開拓、市区町村向け基幹系システム・情報系システム・戸籍シス

テムのリプレイス商談の受注活動及び病院向け基幹システムの受注活動に注力しました。また、個人住民税制度等

の制度改正に対応したシステム開発・販売、都内２区役所向けシステム開発、次期リースシステム開発等を予定通

り行い、概ね当初計画通りの業績を確保できました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は 百万円、経常利益 百万円及び四半期純利益は 百万円となりま

した。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

＜公共分野＞ 

公共分野では、定例業務である固定資産税や住民税等の受託計算処理や総合行政情報システム（Reams.NET）等

のシステム・機器保守のほか、個人住民税制度等の制度改正に対応したシステム開発・販売、千代田区向け総合行

政情報システム開発、都内区役所向け税務システム開発等を行いました。 

公共分野においては、生産性向上に取り組みながら、予定していた開発案件等を順調に消化しております。 

この結果、公共分野における第１四半期の売上高は2,340百万円、営業利益は326百万円となりました。 

  

＜産業分野＞ 

産業分野では、定例業務である給与計算や口座振替等の受託計算処理やインターネット接続サービスのほか、次

期リースシステム開発、製造業・流通業・リース業向けの各種システム開発及び病院向け機器システム販売等を行

いました。 

しかしながら、産業分野においては、民間企業の情報システムへの投資縮小や延期等の影響から、受注量が不足

している状況であり、当四半期の業績にも影響しております。 

この結果、産業分野における第１四半期の売上高は729百万円、営業損失は55百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して185百万円増加し、12,071百万円となりました。こ

れは主に受取手形及び売掛金が797百万円、流動資産のその他（繰延税金資産）が110百万円減少したものの、現金

及び預金が929百万円、商品が174百万円増加したこと等によるものです。 

負債は前事業年度末と比較して483百万円減少し、5,008百万円となりました。これは主に流動負債のその他（前

受金）が127百万円、流動負債のその他（預り金）が153百万円増加したものの、未払法人税等が336百万円、賞与

引当金が309百万円、固定負債のその他（リース債務）が68百万円減少したこと等によるものです。 

また、純資産は前事業年度末と比較して668百万円増加し、7,062百万円となりました。これは主に、当社が平成

22年６月24日に東京証券取引所市場第二部に上場し、その際に新株式の発行を行った結果、資本金が307百万円、

資本剰余金が307百万円増加したこと等によるものです。 

なお、自己資本比率は、58.5％（前事業年度末53.8％）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ522百

万円増加し、1,825百万円となりました。 

 また、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フロー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） 

   当第１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は667百万円となりました。これは、主に賞与

引当金の減少309百万円により資金使用したものの、税引前四半期純利益258百万円及び売上債権の減少797百万

円により資金獲得したためであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

3,069 266 154
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は589百万円となりました。これは、主に定期

預金の預入による支出407百万円、有形固定資産の取得による支出93百万円、無形固定資産の取得による支出89

百万円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） 

    当第１四半期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は444百万円となりました。これは、主に配当

金の支払額100百万円により資金使用したものの、東京証券取引所市場第二部への上場に伴う株式の発行による

収入615百万円により資金獲得したためであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね当初計画通りでありました。このため、平成23年３月期の第２四半期累計期間及

び通期の業績予想につきましては、平成22年6月24日公表の業績予測から変更はありません。  

  

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法について

は、貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度末

において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 製品保証引当金見積額の算定方法については、実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められる場合には、前事業年度末において算定した実績率等の合理的な基準を使用して、製品保証引当

金見積額を算定しております。 

③ 税金費用の計算については、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する方法によっております。 

④ 繰延税金資産の算定については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。  

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計処理基準等の改正に伴う変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は0百万円減少し、税引前四半期純利益は8百万円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は17百万円であります。  

② ①以外の変更 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,922,036 1,992,042

受取手形及び売掛金 2,296,865 3,093,881

商品 266,120 91,960

仕掛品 208,500 204,166

原材料及び貯蔵品 37,373 33,237

その他 1,226,549 1,352,043

貸倒引当金 △773 △1,074

流動資産合計 6,956,671 6,766,256

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,805,401 1,818,097

土地 1,533,128 1,533,128

その他（純額） 513,451 529,078

有形固定資産合計 3,851,981 3,880,304

無形固定資産 384,400 364,579

投資その他の資産   

その他 891,294 887,523

貸倒引当金 △12,656 △12,636

投資その他の資産合計 878,637 874,886

固定資産合計 5,115,019 5,119,770

資産合計 12,071,691 11,886,026

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 644,390 686,855

短期借入金 1,000,000 1,022,000

1年内返済予定の長期借入金 122,000 122,000

未払法人税等 13,161 349,894

賞与引当金 330,644 640,131

製品保証引当金 11,719 11,951

その他 1,327,814 1,014,411

流動負債合計 3,449,730 3,847,244

固定負債   

長期借入金 54,500 85,000

退職給付引当金 978,800 970,517

資産除去債務 17,830 －

その他 507,950 589,230

固定負債合計 1,559,081 1,644,747

負債合計 5,008,812 5,491,991
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,607 1,066,044

資本剰余金 1,023,050 715,488

利益剰余金 4,672,602 4,618,187

株主資本合計 7,069,260 6,399,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,381 △5,684

評価・換算差額等合計 △6,381 △5,684

純資産合計 7,062,879 6,394,035

負債純資産合計 12,071,691 11,886,026
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,069,999

売上原価 2,002,004

売上総利益 1,067,995

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 306,000

賞与引当金繰入額 119,027

貸倒引当金繰入額 93

その他 372,233

販売費及び一般管理費合計 797,355

営業利益 270,640

営業外収益  

受取利息 465

受取配当金 4,970

その他 1,030

営業外収益合計 6,465

営業外費用  

支払利息 2,046

株式交付費 8,380

営業外費用合計 10,427

経常利益 266,678

特別損失  

固定資産除却損 348

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,187

特別損失合計 8,535

税引前四半期純利益 258,143

法人税、住民税及び事業税 3,000

法人税等調整額 100,183

法人税等合計 103,183

四半期純利益 154,959
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 258,143

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,187

減価償却費 128,684

固定資産除却損 348

貸倒引当金の増減額（△は減少） △281

賞与引当金の増減額（△は減少） △309,487

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,283

製品保証引当金の増減額（△は減少） △232

受取利息及び受取配当金 △5,435

支払利息 2,046

売上債権の増減額（△は増加） 797,015

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,629

仕入債務の増減額（△は減少） △42,465

前受金の増減額（△は減少） 127,478

その他 200,335

小計 989,991

利息及び配当金の受取額 5,476

利息の支払額 △2,055

法人税等の支払額 △325,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 667,776

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △407,500

有形固定資産の取得による支出 △93,114

無形固定資産の取得による支出 △89,250

その他 367

投資活動によるキャッシュ・フロー △589,497

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △22,000

長期借入金の返済による支出 △30,500

リース債務の返済による支出 △17,866

株式の発行による収入 615,125

配当金の支払額 △100,544

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 522,493

現金及び現金同等物の期首残高 1,303,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,825,536
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 該当事項はありません。   

  

当社は、平成22年６月24日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。当社は上場にあたり平成22年５月

19日及び平成22年６月３日開催の取締役会において、新株式の発行及び株式売出を決議し、平成22年６月23日に払

込が完了いたしました。 

この結果、当第１四半期会計期間において資本金が307,562千円、資本剰余金が307,562千円増加し、当第１四半

期会計期間末において資本金が1,373,607千円、資本剰余金が1,023,050千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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