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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,141 7.2 359 △14.3 375 △13.1 196 △22.0

24年3月期第1四半期 3,863 6.2 419 102.4 432 112.5 251 △27.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 356百万円 （△14.1％） 24年3月期第1四半期 415百万円 （6.3％）

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

25年3月期第1四半期 629.97 ―

24年3月期第1四半期 807.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 16,982 12,889 75.9
24年3月期 17,216 12,694 73.7

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  12,889百万円 24年3月期  12,694百万円

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

24年3月期 ― 160.00 ― 520.00 680.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 520.00 ― 520.00 1,040.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 7,100 0.6 260 △57.7 285 △52.5 152 △53.1 488.11
通期 14,000 2.8 697 10.3 750 7.3 385 28.2 1,235.63



(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４ページ「サマリー情報（注記事項）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。  

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 324,000 株 24年3月期 324,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 12,417 株 24年3月期 12,417 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 311,583 株 24年3月期1Q 311,583 株
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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 

当第１四半期連結累計期間の当社グループは、経営ビジョン「First Contact Company ～お客様・パー

トナーが、 初に相談する企業でありたい～」の下、新中期経営計画（平成24年４月～平成27年３月）に

おける次の４つの経営基本戦略並びにそれらの重点施策に取り組んでまいりました。 

経営基本戦略と重点施策 

①新しい価値を持つ当社独自のソリューションの開発と提供 

様々な領域にまたがる複合・統合ソリューション(マルチドメインソリューション)の推進 

②システムレベル・シミュレーション(１Ｄシミュレーション)市場の創造と拡大 

複合領域物理モデルシミュレータを利用した※１システムレベル・シミュレーション(１Ｄシミュレー

ション)環境の整備と推進 

③顧客との深いコミュニケーション機会の創出により、多様なニーズの把握とその対応強化 

自動車業界への拡販戦略 

④当社グループ製品及びソリューションの海外展開の加速化 

韓国進出、北米・欧州販売網の強化 

(※１) システムレベル・シミュレーションとは、自動車・船舶・工作機械・ロボットなどの制御対象が

持つ様々な機能を統合的かつ高速にシミュレーションするための手法。 

 

当第１四半期連結累計期間の業績は、主力ＣＡＥソフトウェアを中心とした保守契約が高い更新率を維

持するとともに、大型案件の受注等により概ね堅調に推移し、計画を上回る結果となりました。 

以上の事業活動の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は41億41百万円（前年同期比7.2％

増）、営業利益は３億59百万円（前年同期比14.3％減）、経常利益は３億75百万円（前年同期比13.1％

減）、四半期純利益は１億96百万円（前年同期比22.0％減）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（ＣＡＥソリューションサービス事業） 

機械系分野は、新規ライセンス販売が前年の水準を若干下回ったものの、保守契約の高い更新率に支

えられ、好調に推移いたしました。 

光学系分野は、医療向けの照明解析や有機ＥＬ分野における設計・解析に対する需要の高まりを受

け、堅調に推移いたしました。また、主力ソフトウェアの保守契約の更新が堅調に推移いたしました。 

エレクトロニクス分野は、主力ＥＤＡソフトウェアの一部の保守契約に契約ライセンス数の見直し等

がありましたが、新規ライセンス販売が堅調であったことにより、概ね前年同期の水準で推移いたしま

した。一方、システムＬＳＩの上流設計・検証に利用するＥＤＡソフトウェアは、顧客企業の本格導入

評価作業日程の影響により計画通りの進捗には至りませんでした。また、ＰＣＢ分野のエンジニアリン

グサービスは、顧客企業の開発日程調整の影響により、前年同期の水準には至りませんでした。 

制御系分野は、当社グループ製品である複合領域物理モデリング環境の新規ライセンス販売が期待し

た水準には至りませんでしたが、エンジニアリングサービスが大幅に増加したことにより、前年同期の

水準を大きく上回りました。 

新分野は、注力商品であるイノベーション支援ソフトウェア及び３次元モデラーの新規ライセンス販

売が大幅に伸張したことに加えて、保守契約の更新が好調に推移いたしました。一方、当社グループ製

品である解析プロセス統合／ 適化ＣＡＥソフトウェアと公差解析ソフトウェアの新規ライセンス販売

は、大型案件が第２四半期以降にスライドするなど、期待した水準には至りませんでした。 

汎用可視化処理関連ビジネスは、防災意識の高まりによる都市環境、土木、気象等公共分野並びに診

断画像管理の医療分野からの需要が高まりつつありますが、当四半期の成果に結びつかず、前年同期の

水準には至りませんでした。 

当社グループの海外事業は、グループ会社WATERLOO MAPLE INC.が開発する複合領域物理モデルシミュ

レータ及び数式処理ソフトウェアの拡販を目的に、韓国に販売子会社を設立いたしました。また､グルー

プ会社Noesis Solutions NVは、開発する解析プロセス統合／ 適化ＣＡＥソフトウェアの北米市場での

拡販を目的として、北米に販売子会社を設立いたしました。 

以上の結果、売上高は36億38百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益は７億34百万円（前年同期比3.

6％増）となりました。 
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（ＩＴソリューションサービス事業） 

ＩＴソリューションサービス事業は、顧客企業のＩＴ投資への投資抑制を懸念しておりましたが、概

ね堅調に推移いたしました。特に、ＩＴ資産管理ソリューションとディスク暗号化ソフトウェア等の企

業向けインフラプロダクトが大幅に伸張いたしました。また、前期から活動を進めていた大口企業向け

セキュリティ脅威対策ソリューションの大型入札案件を受注いたしました。 

以上の結果、売上高は５億３百万円（前年同期比16.3％増）、営業利益は48百万円（前年同期比1.1％

増）となりました。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、103億40百万円（前連結会計年度末比２億68百万円の減少）となりました。これは主に現金

及び預金の増加４億10百万円、短期貸付金の減少５億円、繰延税金資産の減少98百万円によるものです。 

固定資産は、66億41百万円（前連結会計年度末比34百万円の増加）となりました。これは主に、のれん

の増加１億65百万円、投資有価証券の減少１億33百万円によるものです。 

この結果、当第１四半期末における総資産は、169億82百万円（前連結会計年度末比２億34百万円の減

少）となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、34億16百万円（前連結会計年度末比４億48百万円の減少）となりました。これは主に、未

払法人税等の減少４億２百万円によるものです。 

固定負債は、６億76百万円（前連結会計年度末比19百万円の増加）となりました。 

この結果、当第１四半期末における負債合計は、40億93百万円（前連結会計年度末比４億29百万円の減

少）となりました。 

 

（純資産） 

当第１四半期末における純資産は、128億89百万円（前連結会計年度末比１億94百万円の増加）となりま

した。これは主に、為替換算調整勘定の増加２億61百万円によるものです。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の73.7％から75.9％となりました。 

 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループが提供する様々なＣＡＥソリューションサービスは、ものづくり企業の品質向上、開発期

間の短縮、開発コスト削減、製品の安全性の向上並びに環境に配慮した製品開発に貢献しております。当

社グループは、引き続き営業及びマーケティング並びに開発体制を強化しながら、顧客の複雑かつ高度な

課題を解決すべく、高付加価値かつ高品質のソリューションの提供に注力してまいります。しかしなが

ら、グローバル経済環境は、その先行きの不透明感から為替の動向が懸念されるなど、国内及び海外市場

の先行きが未だ不透明であること等を勘案した結果、平成24年４月26日発表の通期業績予想に変更はあり

ません。 

［ご参考      平成24年度（平成25年３月期連結業績見通し）］ 

売上高 140億円 （前年比2.8％増） 

経常利益 ７億50百万円 （前年比7.3％増） 

当期純利益 ３億85百万円 （前年比28.2％増） 

（注）上記連結業績見通しに関する注意事項 

１．上記の平成24年度（平成25年３月期）連結業績予想値は、いずれも業界等の動向、国内及び海外の経

済状況、為替相場などの要因について、現時点で入手可能な情報をもとに行った見通しであります。

そのため、上記連結業績予想数値はこれらの要因の変動により大きく異なる場合があります。 

２．上記の連結業績見通しの算定に使用しました当期の為替相場は、84円／米ドルを想定したものであり、

計画に基づいたドル建て原価の76％相当額を平均約78円／米ドルで為替予約済みであります。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

 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 

（税金費用の計算） 

 一部の連結子会社は、当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する方法を採用

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。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,842,031 2,252,950

受取手形及び売掛金 3,383,561 3,377,106

有価証券 121,967 117,775

商品及び製品 23,449 18,823

仕掛品 17,318 21,212

原材料及び貯蔵品 8,175 7,763

短期貸付金 4,000,000 3,500,000

その他 1,215,852 1,051,250

貸倒引当金 △3,019 △6,015

流動資産合計 10,609,336 10,340,866

固定資産   

有形固定資産 296,440 294,177

無形固定資産   

のれん 2,968,272 3,133,813

その他 195,153 175,693

無形固定資産合計 3,163,426 3,309,506

投資その他の資産   

投資有価証券 2,722,627 2,588,862

その他 438,648 462,358

貸倒引当金 △13,637 △13,398

投資その他の資産合計 3,147,638 3,037,822

固定資産合計 6,607,505 6,641,507

資産合計 17,216,841 16,982,373
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,419,899 1,358,755

未払法人税等 499,504 97,356

賞与引当金 430,349 184,492

役員賞与引当金 22,240 5,605

その他 1,493,309 1,770,314

流動負債合計 3,865,302 3,416,523

固定負債   

退職給付引当金 625,553 645,978

その他 31,348 30,687

固定負債合計 656,902 676,666

負債合計 4,522,205 4,093,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 995,000 995,000

資本剰余金 909,000 909,000

利益剰余金 12,127,276 12,161,542

自己株式 △781,567 △781,567

株主資本合計 13,249,709 13,283,975

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △152,859 △216,172

繰延ヘッジ損益 43,686 6,250

為替換算調整勘定 △445,900 △184,868

その他の包括利益累計額合計 △555,072 △394,791

純資産合計 12,694,636 12,889,183

負債純資産合計 17,216,841 16,982,373
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,863,195 4,141,815

売上原価 2,215,097 2,453,444

売上総利益 1,648,098 1,688,370

販売費及び一般管理費 1,228,729 1,328,832

営業利益 419,369 359,538

営業外収益   

受取利息 5,431 6,918

受取配当金 － 2,536

助成金収入 17,785 11,389

その他 2,856 1,529

営業外収益合計 26,073 22,373

営業外費用   

売上割引 48 102

為替差損 12,811 5,746

その他 － 217

営業外費用合計 12,860 6,066

経常利益 432,582 375,845

特別利益   

投資有価証券売却益 40,997 279

特別利益合計 40,997 279

税金等調整前四半期純利益 473,579 376,124

法人税、住民税及び事業税 118,864 65,927

法人税等調整額 103,116 113,908

法人税等合計 221,980 179,835

少数株主損益調整前四半期純利益 251,598 196,289

少数株主利益 － －

四半期純利益 251,598 196,289
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 251,598 196,289

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,515 △63,313

繰延ヘッジ損益 △19,803 △37,436

為替換算調整勘定 157,947 261,031

その他の包括利益合計 163,659 160,281

四半期包括利益 415,257 356,570

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 415,257 356,570

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

      当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

        該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

      当第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

        該当事項はありません。 
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