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(百万円未満切捨て)

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）

（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 1,018 △12.3 132 104.5 127 111.6 69 △43.2

23年３月期第２四半期 1,161 △1.9 64 ― 60 ― 121 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 61百万円(△59.8％) 23年３月期第２四半期 152百万円(―％)

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 5 07 ―

23年３月期第２四半期 8 92 ―

（２）連結財政状態

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 3,352 1,277 33.7

23年３月期 3,375 1,216 31.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 1,130百万円 23年３月期 1,072百万円

２．配当の状況

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 ― 0 00 0 00

24年３月期 ― 0 00

24年３月期(予想) ― 0 00 0 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)

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 2,200 △2.3 230 6.8 210 0.4 130 △35.2 9 52



  

 

 

 
  

  

  

・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。 

  

・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、添付

資料P２「１. 当四半期決算に関する定性的情報 （３）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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 13,772,400株 23年３月期 13,772,400株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 127,607株 23年３月期 127,607株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 13,644,793株 23年３月期２Ｑ 13,661,845株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による生産活動の停滞やその後の電力

供給制限を受け、消費や企業の生産活動が停滞するとともに、海外でも、米国の債務問題や景気の先行へ

の懸念、欧州での債務危機問題から歴史的な円高が続いており、企業収益や個人消費は引続き低調な動き

となっています。夏場以降、国内では、震災からの復興需要の動きが出始めているものの、海外では、中

国を中心とするアジア地域や新興国で、インフレ懸念の高まりから金融引締めや景気減速の動きが見ら

れ、円高とともに、企業収益への影響が懸念されます。冬場の電力供給問題、先行きの見えない原発処理

問題、手詰まりの政治状況から、国内景気の見通しは依然厳しい状況にあります。 

このような状況下、当社グループは、昨年7月末に温度計測事業から撤退し、事務機器事業・ソフトウ

エア関連事業・不動産事業の3事業を柱に事業の効率化、利益体質への改善を進めながら事業の拡大に努

めてまいりました。 

  

セグメントごとの業績は以下のとおりであります。 

＜事務機器事業＞ 

事務機器事業につきましては、代理店ルートの販売低迷、設備投資需要の低迷によるシステム案件受注

が伸び悩むなか、販売体制の見直等による販売効率の改善・販売力強化を進めてまいりましたが、事務機

器事業の連結売上高は、453百万円（前年同期比0.4％減）となりました。 

＜ソフトウエア関連事業＞ 

ソフトウエア関連事業につきましては、昨年、当社グループ各社とのシナジー効果による事業拡大を図

るため、ネットワーク等のインフラ構築に強みを持つウインテック株式会社を子会社化し、事業の強化を

図りました。また、システム開発技術支援契約も滞りなく更新され、ソフトウエア関連事業の連結売上高

は、496百万円（前年同期比8.5％増）となりました。 

＜不動産事業＞ 

不動産事業につきましては、所有賃貸不動産の稼働率維持に努めてまいりましたが、個人向けの賃貸物

件において入居者退去後の早期稼働が遅れたこと等の影響で稼働率がやや下がったことなどにより、不動

産事業の連結売上高は、67百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

こうした結果、当社グループ全体の業績といたしましては、当第２四半期連結累計期間の連結売上高

は、1,018百万円（前年同期比12.3％減）となりました。なお、昨年7月末に撤退した温度計測事業の連結

売上高を除いた比較では、前年同期比3.8％増となりました。また、利益面につきましては、ソフトウエ

ア技術者の稼働状況が回復したこと、固定費削減の効果が出たこと等により、連結営業利益は132百万円

（前年同期比104.5％増）、連結経常利益は127百万円（前年同期比111.6％増)となりましたが、連結四半

期純利益は特別利益の減少により69百万円（前年同期比43.2％減）となりました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ0.7％減少し3,352百万円となりまし

た。 

流動資産については、前連結会計年度末に比べ0.5％増加し934百万円となりました。 

これは主に、商品及び製品の増加等によるものです。 

固定資産については、前連結会計年度末に比べ1.1％減少し2,417百万円となりました。 

これは主に、減価償却により建物及び構築物が減少したこと等によるものです。 

流動負債については、前連結会計年度末に比べ4.8％減少し513百万円となりました。これは主に、未払

法人税等の減少等によるものです。 

固定負債については、前連結会計年度末に比べ3.6％減少し1,560百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の減少等によるものです。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ5.0％増加し1,277百万円となりました。 

これは主に、四半期純利益の計上により、利益剰余金が増加したこと等によるものです。 
  

  

当第２四半期連結累計期間の業績の状況等を勘案した結果、業績は概ね見込みどおりに推移しており、

平成23年5月20日に開示いたしました平成24年3月期の連結業績予想に変更はございません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません 

  

 該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 451,697 403,272

受取手形及び売掛金 352,765 356,581

商品及び製品 42,309 69,366

仕掛品 958 925

原材料及び貯蔵品 12,966 10,867

繰延税金資産 15,838 17,362

その他 56,742 78,282

貸倒引当金 △2,946 △1,903

流動資産合計 930,332 934,756

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,205,581 1,205,581

減価償却累計額 △360,210 △381,155

建物及び構築物（純額） 845,370 824,426

機械装置及び運搬具 13,445 13,445

減価償却累計額 △13,257 △13,324

機械装置及び運搬具（純額） 188 120

工具、器具及び備品 172,979 173,595

減価償却累計額 △168,727 △170,298

工具、器具及び備品（純額） 4,252 3,297

土地 1,396,494 1,396,494

リース資産 4,241 4,241

減価償却累計額 △2,120 △2,650

リース資産（純額） 2,120 1,590

有形固定資産合計 2,248,426 2,225,928

無形固定資産

のれん 3,401 2,725

その他 24,016 19,963

無形固定資産合計 27,417 22,689

投資その他の資産

投資有価証券 121,174 119,470

長期貸付金 54,797 54,797

その他 80,833 81,922

貸倒引当金 △87,550 △87,550

投資その他の資産合計 169,254 168,640

固定資産合計 2,445,098 2,417,258

資産合計 3,375,431 3,352,015
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 155,663 149,455

短期借入金 197,372 195,372

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 1,113 1,113

未払法人税等 77,676 61,610

賞与引当金 37,451 43,607

その他 50,241 42,464

流動負債合計 539,518 513,622

固定負債

社債 70,000 60,000

長期借入金 1,386,832 1,324,146

リース債務 1,206 649

繰延税金負債 64,277 64,144

退職給付引当金 60,866 73,365

役員退職慰労引当金 1,096 1,640

その他 35,177 36,836

固定負債合計 1,619,455 1,560,782

負債合計 2,158,974 2,074,404

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 583,231 583,231

利益剰余金 380,696 449,895

自己株式 △8,789 △8,789

株主資本合計 1,055,138 1,124,337

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,042 6,186

その他の包括利益累計額合計 17,042 6,186

少数株主持分 144,275 147,087

純資産合計 1,216,456 1,277,610

負債純資産合計 3,375,431 3,352,015
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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 1,161,228 1,018,229

売上原価 842,143 727,106

売上総利益 319,084 291,122

販売費及び一般管理費 254,153 158,349

営業利益 64,930 132,773

営業外収益

受取利息及び配当金 733 1,647

業務受託料 12,547 5,826

助成金収入 2,557 －

その他 2,167 921

営業外収益合計 18,006 8,395

営業外費用

支払利息 17,715 11,278

その他 4,772 1,991

営業外費用合計 22,488 13,269

経常利益 60,448 127,899

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,595 －

賞与引当金戻入額 30,318 －

投資有価証券売却益 56 6,146

事業譲渡益 86,808 －

特別利益合計 120,778 6,146

特別損失

投資有価証券評価損 782 3,132

投資有価証券売却損 1,490 －

事務所移転費用 4,986 －

特別損失合計 7,258 3,132

税金等調整前四半期純利益 173,967 130,913

法人税、住民税及び事業税 19,327 60,251

法人税等調整額 2,617 △3,909

法人税等合計 21,944 56,341

少数株主損益調整前四半期純利益 152,023 74,571

少数株主利益 30,147 5,373

四半期純利益 121,875 69,198
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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 152,023 74,571

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 113 △13,417

その他の包括利益合計 113 △13,417

四半期包括利益 152,136 61,153

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 121,769 58,342

少数株主に係る四半期包括利益 30,367 2,811
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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 173,967 130,913

減価償却費 33,377 27,455

のれん償却額 675 675

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,222 12,499

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,646 544

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,809 6,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,293 △1,043

受取利息及び受取配当金 △733 △1,647

支払利息 17,715 11,278

為替差損益（△は益） 21 －

投資有価証券売却損益（△は益） 1,434 △6,146

投資有価証券評価損 782 3,132

事業譲渡損益（△は益） △86,808 －

売上債権の増減額（△は増加） 126,405 △3,816

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,827 △24,925

仕入債務の増減額（△は減少） △65,678 △6,208

長期未払金の増減額（△は減少） △76,109 1,346

その他 △4,174 △28,743

小計 82,075 121,470

利息及び配当金の受取額 733 1,647

利息の支払額 △17,982 △11,282

法人税等の支払額 △11,488 △76,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,337 35,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,148 △22,560

投資有価証券の売却による収入 1,564 14,790

有形固定資産の取得による支出 △2,769 △616

無形固定資産の取得による支出 △8,152 △290

敷金及び保証金の差入による支出 △19,458 △50

敷金及び保証金の回収による収入 30,641 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△29,198 －

事業譲渡による収入 130,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 99,479 △8,726
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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

長期借入れによる収入 330,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △444,766 △94,686

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △21,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △530 △530

自己株式の取得による支出 △16 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,312 △75,216

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116,483 △48,425

現金及び現金同等物の期首残高 288,942 451,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 405,425 403,272
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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) 

該当事項はありません。 

  

  

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) 

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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