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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） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の23年３月期第２四半期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

(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 2,480 21.3 187 64.8 180 54.3 173 173.4
23年3月期第2四半期 2,045 44.7 113 ― 116 ― 63 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 175百万円 （296.1％） 23年3月期第2四半期 44百万円 （―％）

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 6,099.08 5,873.23
23年3月期第2四半期 2,088.87 ―

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 4,117 2,476 58.5
23年3月期 3,740 2,311 60.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,408百万円 23年3月期  2,272百万円

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 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

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 5,400 21.4 510 38.4 500 30.8 300 23.1 10,525.94



(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  

(注)詳細は、添付資料Ｐ.４「２．サマリー情報（その他）に関する事項 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

(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
半期連結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 
・上記に記載した予想数値は、本資料の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、今後様々な要因によって大きく
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Ｐ３「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。 
・平成23年５月12日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年11月９日付「第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値
との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

4.  その他

新規 1社 （社名） アクシスソフト株式会社 、 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 31,061 株 23年3月期 30,996 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,511 株 23年3月期 2,511 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 28,501 株 23年3月期2Q 30,433 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我が国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にある中

で、引き続き持ち直しているものの、高水準で推移する円高の影響などにより景気の下振れリスクを多く抱える状

況となっています。 

情報サービス産業では、第150回全国企業短期経済観測調査（日銀短観）によると、平成23年度のソフトウエア

投資の計画値について、大企業、中堅企業のみならず、中小企業についても前年度比プラスとなり、全産業の全規

模合計で9.6％のプラスとなっています。しかし、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査（８月分）による

と、「受注ソフトウエア」については、平成23年６月を除き、平成22年８月以来、売上高が前年同月を下回り続け

ています。財務省の法人企業統計調査（平成23年４～６月期）においても、ソフトウエア投資額は対前年増加率マ

イナス3.1％となっており、ソフトウエアへの投資意欲は高まりつつあるものの、現実の投資行動には必ずしも結

びついていない状況といえます。 

このような状況の下、当社グループは、お客様企業の業績向上に貢献するソフトウエアを切り口に、お客様企

業のコスト削減にとどまらず、売上の向上に寄与するソリューションの提案を行ってまいりました。情報サービス

業全体では、必ずしも景気が上向いているとは言えませんが、当社グループでは、他企業にない斬新なソリューシ

ョンを提供し、案件の獲得に努めてまいりました。 

その結果、売上高は、2,480,805千円（前期比21.3％増）、営業利益は、187,565千円（前期比64.8％増）とな

り、経常利益は、180,328千円（前期比54.3％増）、四半期純利益は、173,830千円（前期比173.4％増）となりま

した。 

① ビジネス・ソリューション部門 

ビジネス・ソリューション部門では、昨年度に引き続き、一般事業法人向けのシステム再構築が好調でし

た。ソフトウエア投資を積極的に再開されたお客様企業が散見され始め、そのようなお客様企業により良い提案

を行えるよう注力しているところです。また、インターネットを利用した多様なコンテンツサービスが急速に展

開される中、著作権保護技術の重要性がクローズアップされています。当社グループでは、いち早く著作権保護

技術を確立し、ソリューションの提供を行っており、かかる著作権保護関連の売上が好調です。さらに、iPhone

やAndroidへの対応案件についても多数の受注をいただいており、売上にも貢献しています。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、2,114,673千円（前期比30.2％増）となりました。

② エンジニアリング・ソリューション部門 

エンジニアリング・ソリューション部門では、自動車関連向け技術支援が昨年度より引き続き堅調でした。

一方で、高水準の円高により研究開発に対する投資を減速するお客様企業が出はじめ、好調であった前年度に比

べ、低調には推移しています。ただ、当期は、Android OSやiPhone OS、Windows CEを利用した製品開発に対す

る技術支援などにより堅調な立ち上がりといえます。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、267,202千円（前期比9.1％減）となりました。 

③ 教育ソリューション部門 

教育ソリューション部門では、お客様企業の教育予算縮小の影響が大きく、低調な結果となりました。新た

なコースウエアの作成や、セミナーの開催などを足がかりに、既存顧客の再開発、新規顧客の開発に注力してお

ります。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、98,929千円（前期比22.4％減）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）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、17.2％増加し、2,467,925千円となりました。これは、主として

「現金及び預金」が317,958千円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.9％増加し、1,649,159千円となりました。これは、主として「そ

の他」に含まれるソフトウエアが57,464千円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、10.1％増加し、4,117,084千円となりました。 

 これは、主として、アクシスソフト株式会社を連結子会社化したことなどに伴う増加であります。  

② 負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、13.6％増加し、1,455,004千円となりました。これは、主として

「短期借入金」が160,000千円、「その他」に含まれる前受金が88,252千円増加したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、25.6％増加し、185,754千円となりました。これは、主として「引

当金」が40,762千円増加したことなどによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、14.8％増加し、1,640,758千円となりました。 

 これは、主として、アクシスソフト株式会社を連結子会社化したことなどに伴う増加であります。 

③ 純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.1％増加し、2,476,325千円となりました。これは、主として「利

益剰余金」に含まれる繰越利益剰余金が130,156千円増加したことなどによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 最近の業績状況を踏まえ見直しを行った結果、平成23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結

業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日（平成23年11月９日）公表の「第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異

および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間末まで持分法適用関連会社であったアクシスソフト株式会社は、平成23年６月27日の株

式の追加取得に伴い第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました。なお、みなし取得日を第１四半期連結

会計期間末としているため、７月以降９月末日までの３か月分の損益を連結しております。 

  

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 1,070,640 1,388,598

売掛金 913,454 920,475

商品 4,206 3,495

仕掛品 24,595 50,967

その他 95,603 107,856

貸倒引当金 △3,499 △3,468

流動資産合計 2,105,002 2,467,925

固定資産   

有形固定資産 60,484 60,454

無形固定資産   

のれん 753,559 736,636

その他 85,596 143,046

無形固定資産合計 839,156 879,682

投資その他の資産   

投資有価証券 473,953 415,444

その他 316,865 348,993

貸倒引当金 △55,415 △55,415

投資その他の資産合計 735,403 709,022

固定資産合計 1,635,043 1,649,159

資産合計 3,740,046 4,117,084
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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   

買掛金 159,083 171,674

短期借入金 690,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 59,872 40,792

未払法人税等 55,116 43,985

賞与引当金 47,877 45,721

その他の引当金 － 28,010

その他 269,047 274,820

流動負債合計 1,280,996 1,455,004

固定負債   

長期借入金 118,006 119,080

引当金 － 40,762

その他 29,863 25,911

固定負債合計 147,869 185,754

負債合計 1,428,866 1,640,758

純資産の部   

株主資本   

資本金 802,300 804,630

資本剰余金 1,185,820 1,188,150

利益剰余金 419,770 556,569

自己株式 △119,453 △119,453

株主資本合計 2,288,437 2,429,898

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16,108 △21,626

その他の包括利益累計額合計 △16,108 △21,626

新株予約権 38,850 39,203

少数株主持分 － 28,850

純資産合計 2,311,179 2,476,325

負債純資産合計 3,740,046 4,117,084
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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 2,045,642 2,480,805

売上原価 1,428,237 1,722,077

売上総利益 617,404 758,728

販売費及び一般管理費 503,556 571,163

営業利益 113,848 187,565

営業外収益   

受取配当金 2,174 2,348

負ののれん償却額 3,802 3,802

その他 5,665 3,104

営業外収益合計 11,642 9,255

営業外費用   

支払利息 7,167 6,211

持分法による投資損失 － 10,017

その他 1,485 264

営業外費用合計 8,652 16,492

経常利益 116,838 180,328

特別利益   

投資有価証券売却益 25,649 －

受注損失引当金戻入額 15,861 －

負ののれん発生益 － 42,842

段階取得に係る差益 － 6,814

その他 3,419 870

特別利益合計 44,930 50,527

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,191 －

役員退職慰労金 － 5,000

その他 82 7

特別損失合計 10,273 5,007

税金等調整前四半期純利益 151,495 225,848

法人税、住民税及び事業税 7,843 50,707

法人税等調整額 80,082 △6,190

法人税等合計 87,925 44,516

少数株主損益調整前四半期純利益 63,570 181,331

少数株主利益 － 7,501

四半期純利益 63,570 173,830
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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 63,570 181,331

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,187 △5,518

その他の包括利益合計 △19,187 △5,518

四半期包括利益 44,382 175,813

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 44,382 168,312

少数株主に係る四半期包括利益 － 7,501
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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