
平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 情報企画 上場取引所 東 
コード番号 3712 URL http://www.jyohokikaku.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松岡 仁史
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 橋本 政幸 TEL 06-6265-8530
四半期報告書提出予定日 平成23年5月13日 配当支払開始予定日 平成23年6月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

 

(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9月期第2四半期 961 △5.4 158 9.1 161 5.9 53 △36.6
22年9月期第2四半期 1,016 23.0 145 61.8 152 217.0 84 ―

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9月期第2四半期 1,315.32 ―
22年9月期第2四半期 2,074.18 ―

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9月期第2四半期 2,806 2,278 81.2 56,253.60
22年9月期 3,050 2,202 72.2 54,377.71

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  2,278百万円 22年9月期  2,202百万円

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
23年9月期 ― 1,000.00
23年9月期 

（予想）
― 1,000.00 2,000.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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 2,000 8.1 450 50.5 450 45.0 200 45.1 4,938.27



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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9月期2Q 40,900株 22年9月期  40,900株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  400株 22年9月期  400株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 40,500株 22年9月期2Q 40,500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
基づく四半期財務諸表の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 
 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、
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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

①当第２四半期累計期間の経営成績 

 当第２四半期累計期間(平成22年10月１日から平成23年３月31日までの６か月)におけるわが国経済については、

穏やかに回復の兆しを見せておりましたが、東日本大震災の影響により景気の先行きが不透明な状況になっており

ます。 

  当社の主要な販売先である金融機関におきましては、全国の銀行貸出残高が17ヶ月連続で前年同月を割り込むな

ど、企業の資金需要は依然低迷しており、設備投資を手控える傾向は続いていると見られます。東北地区の金融機

関様の中には、今回の震災により被災され、本支店機能に重大な影響を受けられたお客様もいらっしゃいます。今

後、金融機関の融資業務や、担保評価業務等にどのような影響があるか、注視してまいりたいと考えております。 

 当第２四半期累計期間の売上高につきましては、震災の影響は軽微ではありますが、上記のように環境が厳し

く、主力の「担保不動産評価管理システム」が前年同期を下回ったため、一般事業法人向けの「リアルタイム連結

システム」や金融機関向けの「信用リスク計量化システム」の貢献があったものの、全体としては前年同期比減収

となりました。損益につきましては、減収はあったものの費用削減に努め、営業利益、経常利益は前年同期を上回

りました。四半期純利益につきましては、第１四半期に投資有価証券評価損と資産除去債務に関する過年度費用を

計上したことにより、前年同期を下回りました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は961,155千円（前年同期比5.4％減）、営業利益は158,413千円（同

9.1％増）、経常利益は161,696千円（同5.9％増）、四半期純利益は53,270千円(同36.6％減)となりました。 

②事業部門別の業績 

「システムインテグレーション事業」 

 「担保不動産評価管理システム」や「債権償却・引当金管理システム」、「貸倒実績率算定システム」は前期の

大型受注の反動から減収となりました。一方、「リアルタイム連結システム」を一般事業法人向けに売り上げたほ

か、信用組合にシステムを提供している信組情報サービス株式会社に「信用リスク計量化システム」を納品し、そ

の他「自己査定支援システム」や「法人格付システム」等も前期を上回る売上高を上げることができました。しか

しながら、システムインテグレーション事業の売上高は429,680千円（前年同期比24.8％減）、売上高構成比は

44.7％となりました。 

「システムサポート事業」 

 「決算書リーディングシステム」の浸透により決算書代行の売上高が前年同期を下回ったものの、これまでシス

テム販売が伸びてきたためメンテナンス売上高は前年同期比増収となり、システムサポート事業の売上高は531,475

千円（前年同期比19.4％増）、売上高構成比は55.3％となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ189,112千円減少し、2,160,757

千円となりました。これは主に売掛金及びたな卸資産の減少によるものです。固定資産は前事業年度末に比べ

54,247千円減少し、646,138千円となりました。これは主に投資有価証券の減少によるものです。この結果、資産合

計は前事業年度末に比べ243,360千円減少し、2,806,896千円となりました。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ319,333千円減少し、528,625千円となりました。これは主に未払法人

税等及び前受収益の減少によるものです。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ75,973千円増加し、2,278,270千円となりました。これは主にその他

有価証券評価差額金の増加によるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期会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43,454

千円減少し、1,769,371千円となりました。 

当第２四半期累計期間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）  

  営業活動の結果使用した資金は104,565千円（前年同期は161,222千円の取得）となりました。これは主に税引前

四半期純利益112,799千円の計上、売上債権の減少93,161千円により資金が増加した一方で、法人税等の支払

202,528千円による資金の減少があったこと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）  

  投資活動の結果得られた資金は101,879千円（前年同期比1,903.2％増）となりました。これは主に投資有価証券

の償還による収入105,727千円により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出1,373千円及び無形固

定資産の取得による支出2,428千円があったこと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）  

  財務活動の結果使用した資金は40,768千円（前年同期比1.3％増）となりました。これは配当金の支払によるもの

であります。   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 震災の影響により、今後のわが国経済は生産面も消費面も回復には時間がかかり、当面まだ厳しい状況が続くと

予想されます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関の投資意欲が減退している中でも、的確

にニーズを捉えて案件を掘り起こし、受注に結び付けるきめ細かい営業を行っていくとともに、「リアルタイム連

結システム」については、セミナーを実施し、一般事業法人向けに販売できるように引き続き注力してまいりたい

と考えます。 

 平成23年９月期通期業績予想につきましては、平成22年11月5日に公表させて頂きました通り、売上高2,000,000

千円（前期比8.1％増）、営業利益450,000千円（同50.5％増）、経常利益450,000千円（同45.0％増）、当期純利益

200,000千円（同45.1％増）と予想しております。 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 (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、営業利益及び経常利益は、それぞれ925千円減少し、税引前四半期純利益が11,924千円減少してお

ります。  

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23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,769,371 1,812,825

売掛金 337,770 430,932

仕掛品 6,560 56,554

繰延税金資産 26,177 30,447

未収収益 11,593 8,149

その他 9,708 11,479

貸倒引当金 △425 △518

流動資産合計 2,160,757 2,349,869

固定資産   

有形固定資産 84,558 86,264

無形固定資産   

ソフトウエア 11,519 12,134

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 12,635 13,250

投資その他の資産   

投資有価証券 330,777 399,928

差入保証金 55,142 67,066

繰延税金資産 142,109 112,962

会員権 20,914 20,914

投資その他の資産合計 548,944 600,871

固定資産合計 646,138 700,386

資産合計 2,806,896 3,050,256
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,251 41,452

未払金 58,899 79,040

未払消費税等 10,444 20,939

未払法人税等 101,825 210,055

前受収益 103,741 268,399

賞与引当金 49,380 49,681

製品保証引当金 1,210 3,332

受注損失引当金 2,555 －

その他 6,516 8,960

流動負債合計 354,825 681,860

固定負債   

役員退職慰労引当金 173,799 166,098

固定負債合計 173,799 166,098

負債合計 528,625 847,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 6,257 12,515

繰越利益剰余金 1,662,414 1,643,386

利益剰余金合計 1,670,488 1,657,717

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,306,797 2,294,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,526 △91,729

評価・換算差額等合計 △28,526 △91,729

純資産合計 2,278,270 2,202,297

負債純資産合計 2,806,896 3,050,256
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,016,493 961,155

売上原価 548,868 468,536

売上総利益 467,624 492,619

販売費及び一般管理費 322,393 334,206

営業利益 145,231 158,413

営業外収益   

受取利息 768 471

受取配当金 99 99

有価証券利息 2,841 2,607

法人税等還付加算金 3,207 －

その他 480 105

営業外収益合計 7,398 3,283

経常利益 152,629 161,696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 72 93

投資有価証券償還益 － 2,000

特別利益合計 72 2,093

特別損失   

固定資産除売却損 1,139 103

投資有価証券評価損 － 39,887

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,998

特別損失合計 1,139 50,990

税引前四半期純利益 151,563 112,799

法人税、住民税及び事業税 126,408 95,668

法人税等調整額 △58,849 △36,139

法人税等合計 67,559 59,528

四半期純利益 84,004 53,270
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 486,556 431,794

売上原価 228,778 166,794

売上総利益 257,777 264,999

販売費及び一般管理費 169,945 160,464

営業利益 87,832 104,534

営業外収益   

受取利息 382 214

有価証券利息 1,417 1,242

法人税等還付加算金 3,207 －

その他 113 105

営業外収益合計 5,121 1,562

経常利益 92,953 106,096

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △89 △53

投資有価証券償還益 － 2,000

特別利益合計 △89 1,946

特別損失   

固定資産除売却損 1,123 45

特別損失合計 1,123 45

税引前四半期純利益 91,740 107,997

法人税、住民税及び事業税 75,647 84,871

法人税等調整額 △34,625 △36,968

法人税等合計 41,021 47,903

四半期純利益 50,719 60,094
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31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 151,563 112,799

減価償却費 9,080 6,064

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △93

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,047 △300

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,924 △2,122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,737 7,701

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 2,555

受取利息及び受取配当金 △3,710 △3,177

投資有価証券評価損益（△は益） － 39,887

投資有価証券償還損益（△は益） － △2,000

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,139 103

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,998

売上債権の増減額（△は増加） 72,744 93,161

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,237 49,993

未収消費税等の増減額（△は増加） 23,637 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,473 △921

仕入債務の増減額（△は減少） △135,415 △21,201

未払金の増減額（△は減少） △32,048 △19,872

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,298 △10,494

前受収益の増減額（△は減少） △142,547 △164,658

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,131 △3,813

小計 45,109 94,612

利息及び配当金の受取額 3,850 3,350

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 112,262 △202,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,222 △104,565

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,372 △1,373

有形固定資産の売却による収入 2,528 －

無形固定資産の取得による支出 △1,327 △2,428

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,290 105,727

その他 △32 △45

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,085 101,879

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △40,237 △40,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,237 △40,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,070 △43,454

現金及び現金同等物の期首残高 1,524,922 1,812,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,650,992 1,769,371
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

生産、受注及び販売の状況  

 当社は、システム開発関連事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況については、事業部門

別に記載しております。 

①生産実績  

当第２四半期累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②受注状況 

当第２四半期累計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）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 

当第２四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間における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、以下のとおりであります。 

前第２四半期累計期間の信組情報サービス㈱につきましては、当該割合が100分の10未満であるため、記載

を省略しております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

（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

４．補足情報

事業部門別 
当第２四半期累計期間  

   （自 平成22年10月１日 
    至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％） 

システムインテグレーション(千円)  429,680  75.2

システムサポート(千円)  531,475  119.4

合計(千円)  961,155  94.6

事業部門別 受注高（千円） 
前年同四半期比 

（％）  
受注残高（千円） 

前年同四半期比 
（％）  

システムインテグレーション  438,163  89.6  142,586  102.1

システムサポート  544,215  119.1  18,499  133.4

合計  982,378  103.9  161,085  104.9

事業部門別 
当第２四半期累計期間  

   （自 平成22年10月１日 
    至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％） 

システムインテグレーション(千円)  429,680  75.2

システムサポート(千円)  531,475  119.4

合計(千円)  961,155  94.6

 相手先 

前第２四半期累計期間  
（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日）   

当第２四半期累計期間  
（自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日）   

販売高（千円）    割合（％）   販売高（千円）    割合（％）  

日本電気㈱  232,632  22.9  133,865  13.9

信組情報サービス㈱  －  －  124,429  12.9
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