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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）当社は、平成22年３月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成22年３月期第２四半期および平成23年３月期第２四半
期の対前年同四半期比増減率を記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 6,457 ― 618 ― 618 ― 365 ―
22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 268.49 ―
22年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 12,568 7,273 57.9 5,027.10
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2四半期  7,273百万円 22年3月期  6,394百万円

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   

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 ― 60.00
23年3月期 

（予想）
― 60.00 120.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 14,000 5.4 1,180 △6.4 1,174 △6.2 687 △6.3 489.81



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  ―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2Q 1,360,625株 22年3月期2Q 1,256,800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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激政策などにより、一部においては景気持ち直

しの兆しがあるものの、雇用情勢には厳しさが残り、円高による輸出の鈍化や欧米を中心とした海外経済の下振れ

が懸念される等、先行きが依然不透明な状況で推移しております。 

 当社が属する情報サービス業界におきましても、情報化投資の投資金額は減少しており、情報化投資案件の実施

に際しても、ユーザの選別投資の強化及びコスト抑制圧力は強くなるなど、設備投資需要は相変わらず抑制が続い

ており、業界を取り巻く環境はますます厳しさを増しております。 

 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、子ども手当制度創

設に対応したシステム開発・販売・導入、都内２区役所向けシステム開発、次期リース業向けシステム開発等を予

定通り行い、概ね当初計画通りの売上高を確保できました。利益につきましては、受注活動の強化に伴い販売費が

増加したものの、業務プロセスの改善による品質・生産性向上や外注費の削減などの原価低減努力により当初計画

を上回ることができました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,457百万円、経常利益618百万円及び四半期純利益は365百万円

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＞ 

 定例業務である固定資産税、住民税等の受託計算処理及び総合行政情報システム（Reams.NET）等のシステム

の使用料・保守料収入のほか、子ども手当制度創設に対応したシステム開発・販売・導入、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及び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導入等を行いました。 

 業務プロセスの改善による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、当第２四半期累計期間の売上高は4,763百万円、営業利益は666百万円となりました。 

  

＜産業分野＞ 

 定例業務である給与計算、口座振替等の受託計算処理及びインターネット接続サービスのほか、次期リース業

向けシステム開発、製造業・流通業・リース業向けの各種システム開発及び銀行・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、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、第１四半期に引き続き厳しい状況が続いております。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,693百万円、営業損失は47百万円となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して682百万円増加し、12,568百万円となりました。こ

れは主に流動資産のその他（リース投資資産）が164百万円減少したものの、現金及び預金が557百万円、商品が

165百万円及び無形固定資産が127百万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196百万円減少し、5,295百万円となりました。これは主に流動負債のその他（前

受金）が105百万円増加したものの、未払法人税等が59百万円、流動負債のその他（未払金）が89百万円及び固定

負債のその他（リース債務）が155百万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879百万円増加し、7,273百万円となりました。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307百万円及び利益剰余金が264百万円増加したこと等によるものです。 

 なお、自己資本比率は、57.9％（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２四半期累計期間末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154

百万円増加し、1,457百万円となりました。 

 また、当第２四半期累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。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は524百万円となりました。これは、主にたな

卸資産の増加121百万円及び法人税等の支払327百万円により資金使用したものの、税引前四半期純利益609百万

円及び減価償却費253百万円により資金獲得したためであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は766百万円となりました。これは、主に定期

預金の預入による支出415百万円、有形固定資産の取得による支出167百万円及び無形固定資産の取得による支出

198百万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２四半期累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は396百万円となりました。これは、長期借入

金の返済による支出61百万円及び配当金の支払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２四半期累計期間におきましては、売上高は概ね当初計画通りの業績を確保することができ、利益につきま

しては、受注活動の強化に伴い販売費が増加したものの、業務プロセスの改善による品質・生産性向上や外注費の

削減などの原価低減努力により当初計画を上回ることができました。 

 通期の業績予想につきましては、第３四半期以降の経済環境は依然として厳しい状況が続くと予想され、現在の

受注高も計画に若干達していないなど、下期の業績が不透明であることから、平成22年６月24日に公表した業績予

測を変更しておりません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

 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、当第２四半期累計期間の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9百

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 2,549,326 1,992,042

受取手形及び売掛金 3,147,235 3,093,881

商品 257,189 91,960

仕掛品 164,230 204,166

原材料及び貯蔵品 28,978 33,237

その他 1,234,197 1,352,043

貸倒引当金 △1,174 △1,074

流動資産合計 7,379,984 6,766,256

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,777,592 1,818,097

土地 1,683,028 1,533,128

その他（純額） 351,266 529,078

有形固定資産合計 3,811,887 3,880,304

無形固定資産 492,299 364,579

投資その他の資産   

その他 897,433 887,523

貸倒引当金 △12,669 △12,636

投資その他の資産合計 884,764 874,886

固定資産合計 5,188,951 5,119,770

資産合計 12,568,935 11,886,026

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 738,596 686,855

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 290,278 349,894

賞与引当金 653,805 640,131

製品保証引当金 21,797 11,951

その他 1,005,897 1,014,411

流動負債合計 3,832,374 3,847,244

固定負債   

長期借入金 24,000 85,000

退職給付引当金 999,895 970,517

資産除去債務 17,918 －

その他 421,534 589,230

固定負債合計 1,463,348 1,644,747

負債合計 5,295,722 5,491,991

4

（株）電算（3640）平成23年３月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 4,882,963 4,618,187

株主資本合計 7,279,621 6,399,719

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,408 △5,684

評価・換算差額等合計 △6,408 △5,684

純資産合計 7,273,213 6,394,035

負債純資産合計 12,568,935 11,886,026
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,457,250

売上原価 4,303,872

売上総利益 2,153,377

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 601,667

賞与引当金繰入額 232,293

貸倒引当金繰入額 334

その他 700,280

販売費及び一般管理費合計 1,534,575

営業利益 618,802

営業外収益  

受取利息 1,079

受取配当金 8,348

その他 2,118

営業外収益合計 11,546

営業外費用  

支払利息 3,911

株式交付費 8,380

営業外費用合計 12,292

経常利益 618,055

特別損失  

固定資産除却損 491

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 8,679

税引前四半期純利益 609,376

法人税、住民税及び事業税 273,651

法人税等調整額 △29,596

法人税等合計 244,055

四半期純利益 365,320
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,387,250

売上原価 2,301,867

売上総利益 1,085,382

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 295,667

賞与引当金繰入額 113,266

貸倒引当金繰入額 240

その他 328,046

販売費及び一般管理費合計 737,220

営業利益 348,161

営業外収益  

受取利息 613

受取配当金 3,378

その他 1,087

営業外収益合計 5,080

営業外費用  

支払利息 1,865

営業外費用合計 1,865

経常利益 351,376

特別損失  

固定資産除却損 143

特別損失合計 143

税引前四半期純利益 351,233

法人税、住民税及び事業税 270,651

法人税等調整額 △129,779

法人税等合計 140,871

四半期純利益 210,361
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 609,376

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 253,996

固定資産除却損 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） 132

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,378

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,846

受取利息及び受取配当金 △9,427

支払利息 3,911

売上債権の増減額（△は増加） △53,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,033

仕入債務の増減額（△は減少） 51,740

前受金の増減額（△は減少） 105,474

その他 △55,768

小計 846,623

利息及び配当金の受取額 9,715

利息の支払額 △3,963

法人税等の支払額 △327,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 524,830

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 △415,000

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △167,847

無形固定資産の取得による支出 △198,187

その他 2,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △766,852

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 △61,000

リース債務の返済による支出 △35,274

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 396,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,284

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 1,457,326
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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、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２四半期

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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