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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第2四半期 13,894 6.7 872 84.1 949 71.0 557 105.4
23年3月期第2四半期 13,019 19.4 473 118.7 555 89.5 271 121.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 679百万円 （225.2％） 23年3月期第2四半期 209百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 56.01 ―
23年3月期第2四半期 27.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 21,494 15,167 63.9
23年3月期 21,553 14,991 62.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,742百万円 23年3月期  13,560百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 50.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 26,700 3.8 1,230 17.0 1,390 10.0 820 19.2 82.38



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 10,454,100 株 23年3月期 10,454,100 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 500,250 株 23年3月期 500,250 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,953,850 株 23年3月期2Q 9,953,850 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災による影響からサプライチェーンの復旧が進

み、急速な回復を見せたものの、海外経済の信用不安を背景にした深刻な円高が輸出企業の業績に大きな打撃を与

えるなど、依然として将来への不透明感が消えない状況のまま推移いたしました。 

当社グループの主要取引先である自動車、電機業界におきましては、大震災による影響を大きく受け、長期にわ

たり生産が停滞することとなりましたが、サプライチェーンの復旧に伴いほぼ通常に近い状態まで生産活動が回復

しております。 

このような環境の中、当社グループは、「３次元設計システム」と「ＣＡＤ応用技術」を中核として、「物造り

の全工程を視野に入れたトータルなソリューション提供」について、取引先企業の製造部門ばかりでなく研究開発

部門にまで範囲を広げ、サーバーの統合や新機種への置き換えによるコスト低減を目指した提案活動に注力すると

ともに、クラウドコンピューティングに代表されるＩＴ技術の進展に伴い得意先企業が設備からサービスへと投資

対象をシフトしていく中、優良顧客の囲い込み、シェアの拡大に積極的に取り組みました。 

その結果として、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が13,894百万円（前年同四半期比6.7％

増）、営業利益は872百万円（同84.1％増）、経常利益は949百万円（同71.0％増）、四半期純利益は557百万円

（同105.4％増）となりました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

ＰＬＭ事業につきましては、得意先企業への積極的な販売努力によりサーバー・ストレージなどの販売が拡大

し、売上高が13,216百万円（前年同四半期比7.5％増）、セグメント利益は918百万円（同103.8％増）となりまし

た。 

ＥＤＡ事業につきましては、主要顧客である国内の半導体企業及び液晶関連企業の設備投資縮小の影響を大きく

受け、製品販売、サービスともに伸ばすことができず、売上高が678百万円（前年同四半期比6.7％減）、セグメン

ト損失は38百万円（前年同四半期のセグメント利益は31百万円）となりました。 

  

（２）連結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２四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に

比べ58百万円減少し、21,494百万円となりました。 

（資産） 

流動資産は、現金及び預金が894百万円減少、受取手形及び売掛金が139百万円増加、商品が118百万円減少、仕

掛品が40百万円減少、その他が209百万円増加等により、前連結会計年度末比703百万円減少し、14,614百万円とな

りました。 

固定資産は、有形固定資産が41百万円減少、無形固定資産のうち、のれんが8百万円減少、その他が27百万円減

少、投資その他の資産のうち投資有価証券が230百万円増加、長期預金が600百万円増加、その他が109百万円減少

したことにより前連結会計年度末比644百万円増加し、6,880百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、買掛金が181百万円減少、未払法人税等が67百万円減少、賞与引当金が45百万円減少、役員賞与引

当金が30百万円減少、その他が63百万円減少したことにより、前連結会計年度末比388百万円減少し、5,014百万円

となりました。 

固定負債は、退職給付引当金が45百万円増加、その他が108百万円増加したことにより、前連結会計年度末比153

百万円増加し、1,312百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末比234百万円減少し、6,326百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金が59百万円増加、その他有価証券評価差額金が121百万円増加、為替換算調整勘定が2百万

円増加、新株予約権が8百万円増加、少数株主持分が15百万円減少したことにより、前連結会計年度末比175百万円

増加し15,167百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローについて 

当第２四半期連結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、営業活動により得られた

資金264百万円、投資活動により得られた資金247百万円、財務活動により使用した資金512百万円に、連結子会社

の決算期変更に伴う資金の期首残高増加額2百万円等を加味した結果、前連結会計年度末に比べ5百万円増加

（0.1％増）し、7,107百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べて308百万円減少(53.9％減)し、264百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益949百万円、減価償却費89百万円、たな卸資産の減少額158百万

円、利息及び配当金の受取額55百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額139百万円、仕入債務の減少

額181百万円、前受金の減少額85百万円、法人税等の支払額465百万円であります。 

（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、前年同四半期に比べて734百万円減少（74.8％減）し、247百万円となりまし

た。 

収入の主な内訳は定期預金の払戻による収入1,940百万円であり、支出の主な内訳は定期預金の預入による支出

1,040百万円、長期預金の預入による支出600百万円であります。 

（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、前年同四半期に比べて45百万円減少（8.2％減）し、512百万円となりました。

支出の主な内訳は配当金の支払額498百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、現在の受注状況、主要取引先である自動車・電機業界の動向等を総合的に判断し

て見直しを行っております。  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①固定資産の減価償却費の算出方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算出する方法によ

っております。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,041,360 8,147,039

受取手形及び売掛金 5,347,193 5,486,810

商品 277,935 159,702

仕掛品 93,112 52,528

原材料及び貯蔵品 10,077 10,867

その他 549,218 759,087

貸倒引当金 △1,500 △1,700

流動資産合計 15,317,397 14,614,335

固定資産   

有形固定資産 406,508 365,100

無形固定資産   

のれん 11,005 2,411

その他 88,670 61,578

無形固定資産合計 99,675 63,989

投資その他の資産   

投資有価証券 2,320,274 2,551,099

長期預金 2,100,000 2,700,000

その他 1,309,575 1,199,942

投資その他の資産合計 5,729,850 6,451,041

固定資産合計 6,236,035 6,880,131

資産合計 21,553,432 21,494,467

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,817,636 2,636,418

未払法人税等 445,144 377,299

賞与引当金 413,068 367,218

役員賞与引当金 50,000 20,000

その他 1,676,979 1,613,749

流動負債合計 5,402,829 5,014,686

固定負債   

退職給付引当金 964,837 1,010,033

その他 193,819 302,006

固定負債合計 1,158,656 1,312,040

負債合計 6,561,485 6,326,727
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,337,718 1,337,718

資本剰余金 1,445,118 1,445,118

利益剰余金 11,762,335 11,821,407

自己株式 △598,333 △598,333

株主資本合計 13,946,838 14,005,910

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △360,358 △239,286

為替換算調整勘定 △26,355 △23,760

その他の包括利益累計額合計 △386,714 △263,046

新株予約権 238,347 246,941

少数株主持分 1,193,475 1,177,934

純資産合計 14,991,946 15,167,739

負債純資産合計 21,553,432 21,494,467
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 13,019,178 13,894,583

売上原価 10,172,623 10,703,555

売上総利益 2,846,554 3,191,027

販売費及び一般管理費合計 2,372,773 2,318,936

営業利益 473,781 872,090

営業外収益   

受取利息 31,162 28,427

受取配当金 23,254 25,281

持分法による投資利益 20,983 12,980

その他 9,209 13,991

営業外収益合計 84,610 80,680

営業外費用   

減価償却費 1,372 1,242

為替差損 1,044 1,436

その他 495 393

営業外費用合計 2,913 3,072

経常利益 555,478 949,698

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,910 －

特別損失合計 16,910 －

税金等調整前四半期純利益 538,568 949,698

法人税、住民税及び事業税 253,968 399,592

法人税等調整額 △3,996 △5,277

法人税等合計 249,972 394,315

少数株主損益調整前四半期純利益 288,596 555,382

少数株主利益又は少数株主損失（△） 17,169 △2,125

四半期純利益 271,427 557,508
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 288,596 555,382

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70,208 121,072

為替換算調整勘定 △6,099 2,479

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,177 1,018

その他の包括利益合計 △79,485 124,570

四半期包括利益 209,111 679,952

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 194,473 681,176

少数株主に係る四半期包括利益 14,637 △1,223
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（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,552,245 6,796,293

売上原価 5,160,637 5,248,177

売上総利益 1,391,607 1,548,116

販売費及び一般管理費合計 1,154,828 1,195,375

営業利益 236,779 352,741

営業外収益   

受取利息 14,776 12,423

持分法による投資利益 16,813 15,039

その他 11,242 16,220

営業外収益合計 42,833 43,683

営業外費用   

減価償却費 686 578

為替差損 721 1,083

その他 212 374

営業外費用合計 1,620 2,036

経常利益 277,992 394,388

税金等調整前四半期純利益 277,992 394,388

法人税、住民税及び事業税 88,034 136,161

法人税等調整額 21,842 27,421

法人税等合計 109,877 163,583

少数株主損益調整前四半期純利益 168,114 230,804

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,046 3,448

四半期純利益 174,161 227,355
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,114 230,804

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 73,844 △39,124

為替換算調整勘定 △8,431 △2,775

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,593 △1,414

その他の包括利益合計 61,818 △43,314

四半期包括利益 229,933 187,489

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 239,462 185,309

少数株主に係る四半期包括利益 △9,528 2,180
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 538,568 949,698

減価償却費 88,115 89,468

株式報酬費用 42,930 8,594

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,910 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,058 △45,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 110,121 45,196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,994 －

受取利息及び受取配当金 △54,416 △53,708

持分法による投資損益（△は益） △20,983 △12,980

売上債権の増減額（△は増加） △225,656 △139,616

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,866 158,026

前渡金の増減額（△は増加） 152,772 △9,544

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,887 18,893

仕入債務の増減額（△は減少） 423,821 △181,217

前受金の増減額（△は減少） △105,775 △85,163

未払消費税等の増減額（△は減少） 69,245 6,996

その他の流動負債の増減額（△は減少） △67,032 △12,641

その他 17,596 △30,879

小計 856,409 675,271

利息及び配当金の受取額 60,655 55,138

利息の支払額 △253 －

法人税等の支払額 △343,321 △465,871

営業活動によるキャッシュ・フロー 573,491 264,538

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 △1,040,000 △1,040,000

定期預金の払戻による収入 2,740,000 1,940,000

長期預金の預入による支出 △700,000 △600,000

差入保証金の差入による支出 △1,943 △19,939

差入保証金の回収による収入 12,107 7,243

有形固定資産の取得による支出 △8,409 △12,107

無形固定資産の取得による支出 △6,444 △12,240

投資有価証券の取得による支出 － △15,750

その他 △12,747 604

投資活動によるキャッシュ・フロー 982,562 247,809
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △498,636 △498,505

少数株主への配当金の支払額 △9,300 △13,618

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,936 △512,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,987 2,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 992,129 2,846

現金及び現金同等物の期首残高 6,089,044 7,101,360

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

－ 2,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,081,173 7,107,039
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（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
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