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（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  9,497  3.3  947  115.3  941  114.8  495  118.3

23年３月期第２四半期  9,192  △1.6  440  16.0  438  20.2  227  62.0

（注）  包括利益 24年３月期第２四半期 474百万円 ( ％)147.3 23年３月期第２四半期 191百万円 ( ％)－

  
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  16.17  15.66

23年３月期第２四半期  7.37  7.12

  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  14,675  8,007  54.6

23年３月期  14,993  7,899  52.7

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 8,006百万円 23年３月期 7,899百万円 

  
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 

23年３月期  － 0.00 － 12.00  12.00

24年３月期  － 0.00       

24年３月期（予想）     － 12.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有 ・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  19,300  2.9  1,650  9.5  1,600  7.5  832  17.9  27.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 ・無
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４．その他 

新規      －社  （社名）                        、除外      －社  （社名） 

  

  

（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いません。 

  

※  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

提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧下さい。  

  

（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）： 有 ・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 ・無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有 ・無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 有 ・無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有 ・無

④  修正再表示                                  ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 34,806,286株 23年３月期 34,725,286株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 4,133,908株 23年３月期 4,133,125株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 30,659,170株 23年３月期２Ｑ 30,836,836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国内経済は、東日本大震災の影響による景気後退局面から着実に持ち直しつ

つありますが、長期化する円高やデフレ経済に加えて、欧州の金融不安や米国の景気減速懸念が広がるなど、極め

て先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 ソフトウェア業界及び情報サービス業界におきましては、企業のIT関連投資を含む設備投資が下げ止まりつつあ

るものの、景気の先行き不透明感から本格的なIT投資意欲の回復には至らず、依然として厳しい状況が続いており

ます。 

 このような経営環境の下、当社グループは第２次中期経営計画（平成24年３月期～平成26年３月期）の経営ビジ

ョンである「顧客基盤と安定収入の拡大に継続的に取り組むとともに、インターネット技術を利用した多様化する

ビジネスモデルをはじめ、さまざまな環境変化に柔軟に対応できる経営基盤の確立」の実現に向けた取り組みを開

始しております。 

 会計事務所及び中堅・中小企業に対して、最適な経営システム及び経営ノウハウ、経営情報サービスを提供する

ことにより、顧客基盤と安定収入の拡大に努めてまいりました。 

 本年４月には、“事務所経営の最適化”を実現する会計事務所向けの新製品『ACELINK NX-Pro』を発売いたしま

した。企業向けの主力ERPシステム『Galileopt』、『MJSLINKⅡ』においては、多様な顧客ニーズを取り込み、継

続的な機能強化・機能拡張を行っております。 

 また、商品力の強化に加えて、お客様へのソリューション提案力を高めるために、PM・SEの育成研修、コンサル

ティング研修をはじめとした階層別の営業教育プログラムを整備し実施しております。 

 一方、サービス面におきましては、カスタマーサービスセンター（コールセンター）の継続的な品質向上、ハー

ドウェア・ネットワーク保守サービスの自営化（自社でサービスを提供する）の推進、サポート要員の継続的な教

育研修、経営情報サービスの高度化など、顧客満足度の向上に向けた取り組みを行っております。 

 お客様のニーズに合った最適な経営システムを開発し、高品質なサービスをワンストップで提供することによ

り、新規の顧客開拓、既存顧客の満足度向上による顧客基盤の維持・拡大、さらに各種保守サービス契約による安

定収入の拡大に努めてまいりました。 

   

  このような事業活動により、会計事務所及び企業マーケットにおける主力システムの売上高及びサービス安定収

入が伸長したため、当第２四半期連結累計期間における業績は増収増益となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同期比 ％増）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 百万

円（前年同期比 ％増）となりました。  

  

 当第２四半期連結累計期間の品目別の業績は以下の通りであります。 

（システム導入契約売上高） 

 ハードウェア売上高は、前年同期比4.4%減少し10億31百万円、ソフトウェア売上高は、会計事務所向け新製品及

び企業向けERPシステムの販売が好調に推移したため、前年同期比10.2%増の40億39百万円となりました。ユースウ

ェア売上高は、前年同期比4.9%減少し11億2百万円となりました。 

 この結果、システム導入契約売上高の合計は、前年同期比4.5%増加し61億73百万円となりました。 

※「システム導入契約売上高」は、システム導入契約時の売上高の合計として、ハードウェア、ソフトウェア、

ユースウェア（システム導入支援サービス等）の売上高から構成されております。 

  

（サービス安定収入） 

 会計事務所向けの総合保守サービスであるTVS（トータル・バリューサービス）収入は、前年同期比4.9%増加し9

億69百万円となりました。ソフト使用料収入は、会計事務所の顧問先企業向けの低価格なソフト使用料収入が伸張

し、前年同期比5.0%増の1億92百万円となりました。企業向けのソフトウェア運用支援サービス収入は、契約企業

数が増加したため、前年同期比5.2%増の13億12百万円となりました。ハードウェア・ネットワーク保守サービス収

入は前年同期比0.6%減少し5億54百万円、サプライ・オフィス用品は前年同期比7.2%減少し2億75百万円となりまし

た。 

 この結果、サービス安定収入の合計は、前年同期比2.9%増加し33億4百万円となりました。 

 ※「サービス安定収入」は、主に継続的な役務の対価となる安定的な収入として、ソフト保守やハード・ネット

ワーク保守、ソフト使用料収入、サプライ・オフィス用品等の売上高から構成されております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

94億97 3.3

9億47 115.3 9億41 114.8 4億95

118.3



（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２四半期会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少して 百万円となりまし

た。 

 主な要因は、流動資産では、現金及び預金が 百万円減少、受取手形及び売掛金が 億 百万円減少、有価証券

が 億円増加しております。固定資産では、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定が 億 百万円減少したことによ

るものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少して 百万円になりました。主な要因は、未払金が

百万円増加、賞与引当金が 億 万円減少、社債が 億 百万円減少、長・短借入金が 億 百万円減少したこと

によるものであります。 

 純資産は、 百万円増加して 百万円となりました。また、自己資本比率は ％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より1億32百万円増加し

31億33百万円となりました。 

 当第２四半期連結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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、10億91百万円の収入（前年同期は4億50百万円の収入）となりました。

前年同期に対する主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の増加等によるものであり、主な減少要因は、賞与

引当金の減少等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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億71百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。

前年同期に対する主な増加要因は、投資有価証券の取得による支出の増加等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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、△7億86百万円の支出（前年同期は△10億20百万円の支出）となりまし

た。前年同期に対する主な減少要因は、自己株式の取得による支出の減少等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の我が国経済は、欧州の金融不安による世界的な景気減速懸念の高まりや、急激な円高等により先行き不透

明な経済環境が続くものと思われます。また、当社の主力マーケットであります会計事務所及びその顧問先、中

堅・中小企業におきましても、IT投資へのニーズの高まりはあるものの、設備投資に対しては極めて慎重な傾向が

見受けられ、引き続き厳しい環境となることが予想されます。 

 このような環境の下、当社グループといたしましては、引き続きパッケージシステムの販売を中心に、より品質

の高いサービスを提供してまいります。しかしながら、第３四半期以降においては、クラウド・コンピューティン

グ等に対するシステム開発への取り組みや新規受注獲得に向けた販促活動を強化することにより、当初予算に対し

て売上原価、販売費及び一般管理費の増加を見込んでおります。このような要因により、平成23年５月12日に公表

した通期業績予想は修正せず、据え置くことと致します。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

3億18 146億75

67 3 18

2 1 81

4億26 66億68

20 1 27 1 22 2 52

1億7 80億7 54.6

△87

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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 3,129,641 3,061,995

受取手形及び売掛金 3,221,842 2,903,658

有価証券 － 200,000

商品 192,977 236,503

仕掛品 49,857 107,257

貯蔵品 21,103 22,717

その他 757,692 704,908

貸倒引当金 △45,355 △29,174

流動資産合計 7,327,760 7,207,867

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,729,912 2,729,912

その他（純額） 1,308,294 1,298,068

有形固定資産合計 4,038,207 4,027,981

無形固定資産   

ソフトウエア 1,107,156 1,513,939

ソフトウエア仮勘定 670,668 82,135

その他 31,685 24,788

無形固定資産合計 1,809,510 1,620,863

投資その他の資産   

その他 1,844,662 1,846,202

貸倒引当金 △26,377 △27,671

投資その他の資産合計 1,818,285 1,818,531

固定資産合計 7,666,003 7,467,376

資産合計 14,993,763 14,675,243

負債の部   

流動負債   

買掛金 604,456 590,824

短期借入金 1,100,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 458,060 345,595

1年内償還予定の社債 244,000 244,000

未払法人税等 425,734 452,160

賞与引当金 420,833 293,092

その他の引当金 50,685 24,854

その他 1,675,220 1,787,958

流動負債合計 4,978,990 4,838,485

固定負債   

社債 662,000 540,000

長期借入金 1,289,725 1,150,000

引当金 20,750 22,616

資産除去債務 16,548 16,738

その他 126,510 100,214

固定負債合計 2,115,534 1,829,569

負債合計 7,094,525 6,668,055



（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 3,198,299 3,198,380

資本剰余金 3,013,389 3,013,389

利益剰余金 2,958,590 3,087,238

自己株式 △1,164,547 △1,164,729

株主資本合計 8,005,732 8,134,279

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △77,854 △104,866

繰延ヘッジ損益 △28,639 △23,097

その他の包括利益累計額合計 △106,493 △127,963

新株予約権 － 872

純資産合計 7,899,238 8,007,187

負債純資産合計 14,993,763 14,675,243



（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 9,192,626 9,497,739

売上原価 3,328,783 3,192,838

売上総利益 5,863,843 6,304,901

返品調整引当金戻入額 11,249 20,685

返品調整引当金繰入額 15,966 24,854

差引売上総利益 5,859,126 6,300,732

販売費及び一般管理費 5,418,813 5,352,758

営業利益 440,312 947,974

営業外収益   

受取利息 3,011 3,720

受取配当金 2,424 4,516

保険配当金 10,829 14,049

その他 23,508 10,107

営業外収益合計 39,774 32,393

営業外費用   

支払利息 39,642 36,831

その他 1,865 1,542

営業外費用合計 41,507 38,373

経常利益 438,578 941,993

特別利益   

投資有価証券売却益 20,728 2,091

株式割当益 14,844 －

特別利益合計 35,572 2,091

特別損失   

固定資産除却損 5,485 5,505

減損損失 72 364

投資有価証券評価損 － 5,719

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,814 －

その他 3,200 200

特別損失合計 29,572 11,789

税金等調整前四半期純利益 444,578 932,295

法人税等 217,448 436,541

少数株主損益調整前四半期純利益 227,129 495,754

四半期純利益 227,129 495,754



（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 227,129 495,754

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,160 △27,012

繰延ヘッジ損益 3,797 5,541

その他の包括利益合計 △35,363 △21,470

四半期包括利益 191,766 474,283

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 191,766 474,283

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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 444,578 932,295

減価償却費 256,564 268,809

減損損失 72 364

のれん償却額 10,281 6,413

貸倒引当金の増減額（△は減少） 865 △14,887

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,466 △127,740

その他の引当金の増減額（△は減少） △44,310 6,033

受取利息及び受取配当金 △5,435 △8,236

支払利息 39,642 36,831

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,719

固定資産除売却損益（△は益） 5,485 5,505

売上債権の増減額（△は増加） 365,818 317,035

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,927 △26,744

仕入債務の増減額（△は減少） △44,566 △13,631

その他 △70,143 105,935

小計 880,457 1,493,704

法人税等の支払額 △429,666 △402,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 450,790 1,091,045

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 △20,032 △120,044

定期預金の払戻による収入 20,000 120,032

有形固定資産の取得による支出 △88,015 △87,209

有形固定資産の売却による収入 313 －

無形固定資産の取得による支出 △89,500 △59,277

投資有価証券の取得による支出 △56,788 △121,422

投資有価証券の売却による収入 41,297 4,481

投資有価証券の償還による収入 100,000 100,000

利息及び配当金の受取額 5,943 8,275

その他 △650 △16,770

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,431 △171,936

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,350,000 1,770,000

短期借入金の返済による支出 △2,350,000 △1,770,000

長期借入金の返済による支出 △292,190 △252,190

社債の償還による支出 △122,000 △122,000

株式の発行による収入 25 81

自己株式の取得による支出 △181,451 △182

配当金の支払額 △375,112 △365,368

利息の支払額 △39,872 △36,908

その他 △9,954 △10,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,020,556 △786,768

現金及び現金同等物に係る換算差額 262 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △656,934 132,341

現金及び現金同等物の期首残高 2,924,129 3,001,266

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,267,194 3,133,608



 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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