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（１）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  2,925  0.5  159  △14.8  162  △15.6  98  △23.8

24年３月期第１四半期  2,910  △5.2  187  △30.8  192  △27.9  128  △16.8

  
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  33.98  33.96

24年３月期第１四半期  44.58  －

（注）平成24年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期第１四半期  13,164  8,206  62.3  2,836.21

24年３月期  14,020  8,198  58.5  2,833.19

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 8,206百万円   24年３月期 8,198百万円 

（注）平成24年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が
行われたと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。

  
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  － 60.00 － 62.00  122.00

25年３月期  －       

25年３月期（予想）   33.00 － 17.00  50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の業績予想（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）

  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）  6,273  11.7  600  204.2  608  198.9  376  151.8  130.03

通期  14,600  5.8  1,500  4.6  1,506  0.9  932  11.2  161.14

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

平成24年７月13日開催の取締役会において、平成24年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株
式分割することを決議しております。そのため、平成25年３月期の業績予想における通期の１株当たり当期純利益は、当
該株式分割が行われたと仮定して、算定しております。



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）詳細は、添付資料Ｐ.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 2,893,600株 24年３月期 2,893,600株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 2,893,600株 24年３月期１Ｑ 2,893,600株

（注）当社は、平成24年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。

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。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。 

（その他特記事項） 

 平成24年７月13日公表の「平成25年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社は平成24年10月１日

を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を予定しております。これに伴い、平成25年３月期の

業績予想における通期の１株当たり当期純利益は、株式分割後の株式数を前提に算出しております。 

・株式分割前の当社発行済株式総数   2,893,600株 

・今回の分割により増加する株式数   2,893,600株 

・株式分割後の当社発行済株式総数   5,787,200株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな回復傾向にありま

したが、欧州の信用不安と円高の長期化、消費税増税など不安定要因を抱え、景気の先行きは依然として不透明

な状況で推移しました。 

当社が属する情報サービス業界におきましても、法制度改正対応などによる情報化投資は緩やかに増加してい

るものの、情報化投資に対する企業の慎重な姿勢が続き、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもとで、当社は、引き続き新規顧客の開拓並びに市区町村向けのシステムリプレイス、住民

基本台帳法改正や子ども手当などの制度改正対応、リース業向け新リーストータルシステム及び民間企業各社向

けのデータセンターサービスの受注活動に注力しました。 

当第１四半期累計期間においては、公共分野では前年同期を上回る売上、利益を確保したものの、産業分野の

民間企業向けシステム開発で、予定原価を超過する案件が発生したことにより、前年同期に比べ増収減益となり

ました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同期比0.5％増）、経常利益は 百万円（前

年同期比15.6％減）及び四半期純利益は 百万円（前年同期比23.8％減）となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

＜公共分野＞ 

定例業務である固定資産税・法人税・住民税等の受託計算処理及び総合行政情報システム（Reams.NET）等のシ

ステムの使用料・保守料収入のほか、新規導入に向けた総合行政情報システム開発、住民基本台帳法改正や子ど

も手当などの制度改正対応及び市区町村向け基幹系システムのリプレイス導入等を行いました。 

当第１四半期累計期間におきましては、首都圏の市役所への総合行政情報システムの新規導入及び住民基本台

帳法改正や子ども手当などの法制度改正対応などにより、前年同期に比べ増収増益となりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,083百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は202百万円（前年

同期比6.7％増）となりました。 

  

＜産業分野＞ 

定例業務である給与計算、口座振替等の受託計算処理及びインターネット接続サービスのほか、リース業向け

新リーストータルシステム開発及び医療機関向け介護システム・機器販売等を行いました。 

当第１四半期累計期間におきましては、計画通りの受注は確保しているものの、開発中のシステムにおいて、

当初の予定原価を超過する案件が発生したことにより、前年同期に比べ減収減益となりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は842百万円（前年同期比0.9％減）、営業損失は42百万円（前年同

期は２百万円の営業損失）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して856百万円減少し、13,164百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が1,560百万円、商品が86百万円及び仕掛品が63百万円増加したものの、受取手形

及び売掛金が2,459百万円、有形固定資産が35百万円及び無形固定資産が40百万円減少したことによるものです。

負債は前事業年度末と比較して865百万円減少し、4,957百万円となりました。これは主に流動負債その他（前

受金）が307百万円及び流動負債その他（預り金）が192百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が600百万

円、未払法人税等が305百万円、賞与引当金が321百万円減少したことによるものです。 

また、純資産は前事業年度末と比較して8百万円増加し、8,206百万円となりました。これは主に期末配当によ

り89百万円減少したものの、四半期純利益により98百万円増加したことによるものです。 

なお、自己資本比率は、62.3％（前事業年度末58.5％）となりました。 

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間の業績は、売上につきましては、当初予定通りに推移しておりますが、利益につきまして

は、一部のシステム開発において、予定原価を超過する案件が発生したことなどにより、当初予定を下回っており

ます。しかしながら、受注は予定通り推移しており、現時点では不確定要素が多いため、平成25年３月期の第２四

半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日公表の業績予想を変更いたしません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,925 162

98

（株）電算（3640）平成25年３月期　第１四半期決算短信

2



（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 797,490 2,357,877

受取手形及び売掛金 5,480,665 3,021,230

商品 102,717 189,215

仕掛品 249,819 313,815

原材料及び貯蔵品 22,902 26,596

その他 1,144,035 1,103,744

貸倒引当金 △4,973 △3,847

流動資産合計 7,792,657 7,008,632

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,579,238 1,547,007

土地 1,731,590 1,731,590

建設仮勘定 1,329,217 1,327,568

その他（純額） 317,572 316,180

有形固定資産合計 4,957,618 4,922,346

無形固定資産 405,087 364,517

投資その他の資産   

その他 876,029 879,493

貸倒引当金 △10,425 △10,768

投資その他の資産合計 865,603 868,724

固定資産合計 6,228,309 6,155,588

資産合計 14,020,966 13,164,221
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,183,059 582,441

短期借入金 1,222,000 1,200,000

未払法人税等 314,819 9,200

賞与引当金 655,404 334,321

製品保証引当金 2,482 2,481

その他 1,023,016 1,392,375

流動負債合計 4,400,782 3,520,819

固定負債   

退職給付引当金 1,029,002 1,046,388

資産除去債務 25,014 25,044

その他 368,045 365,121

固定負債合計 1,422,062 1,436,554

負債合計 5,822,844 4,957,374

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,607 1,373,607

資本剰余金 1,023,050 1,023,050

利益剰余金 5,805,865 5,814,484

株主資本合計 8,202,523 8,211,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,401 △4,296

評価・換算差額等合計 △4,401 △4,296

純資産合計 8,198,121 8,206,846

負債純資産合計 14,020,966 13,164,221
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,910,790 2,925,527

売上原価 1,965,833 2,001,664

売上総利益 944,956 923,862

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 304,724 290,304

賞与引当金繰入額 115,173 106,084

貸倒引当金繰入額 △250 △976

その他 337,952 368,802

販売費及び一般管理費合計 757,599 764,215

営業利益 187,357 159,647

営業外収益   

受取利息 319 87

受取配当金 5,266 4,247

受取報奨金 － 2,000

その他 906 1,315

営業外収益合計 6,492 7,650

営業外費用   

支払利息 1,685 1,474

為替差損 － 3,694

営業外費用合計 1,685 5,168

経常利益 192,164 162,129

特別損失   

投資有価証券売却損 － 1,091

特別損失合計 － 1,091

税引前四半期純利益 192,164 161,037

法人税、住民税及び事業税 3,000 3,000

法人税等調整額 60,177 59,716

法人税等合計 63,177 62,716

四半期純利益 128,986 98,320
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該当事項はありません。 

    

  該当事項はありません。 

   

（株式分割） 

当社は、平成24年７月13日開催の取締役会において、次のとおり株式分割を行うことを決議しました。 

１．株式分割の目的 

当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。 

２．株式分割の概要 

（1)分割方法 

平成24年９月30日（日曜日）を基準日とし、同日の 終株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通

株式１株につき２株の割合をもって分割いたします。 

（2)株式分割により増加する株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数     株 

今回の分割により増加する株式数     株 

株式分割後の当社発行済株式総数     株 

株式分割後の発行可能株式総数     株 

（注）上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があり

ます。 

３．株式分割の時期 

基準日設定公告日  平成24年９月７日（金曜日） 

基準日            平成24年９月30日（日曜日） 

効力発生日        平成24年10月１日（月曜日） 

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が、前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当事業年度の開始の

日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、次のとおりであります。 

  

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希

薄化効果を有していないため記載しておりません。 

  

（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

（５）重要な後発事象

2,893,600

2,893,600

5,787,200

20,000,000

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 

当第１四半期会計期間 

（平成24年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,416 60 円 銭 1,418 10

  
前第１四半期累計期間 

（自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 22 29 円 銭 16 99

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額 
 － 円 銭 16 98
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