
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 2,282 14.2 130 106.6 132 103.2 75 34.2
24年３月期第１四半期 1,999 － 63 － 65 － 55 －

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 11.06 －
24年３月期第１四半期 8.18 －

（２）財政状態

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 7,448 3,805 51.1
24年３月期 7,238 3,852 53.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 3,805百万円 24年３月期 3,852百万円

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

24年３月期 － 0.00 － 17.00 17.00

25年３月期 －

25年３月期(予想) 0.00 － 17.00 17.00

(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）

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) 4,190 1.6 295 72.0 298 70.2 180 66.2 26.52
通期 8,800 5.0 630 37.1 635 36.2 390 137.0 57.46

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

     

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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 ： 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) 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細は、添
付資料の２ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 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。

（３）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) 25年３月期１Ｑ 6,932,996株 24年３月期 6,932,996株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 145,733株 24年３月期 145,733株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 6,787,263株 24年３月期１Ｑ 6,837,324株

※ 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、四半期決算短信（添付資料）２ペー
ジ「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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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、緩やかな回復基調にあったものの、欧州債務危機の長期

化や新興国経済成長の鈍化などを背景とした海外景気の下振れ懸念が強まり、先行きは依然として不透明

な状況となっております。 

当社が属する情報サービス業界では、国内企業のＩＴ投資は依然として慎重であり、顧客企業での内製

化や保守コスト削減の動きが継続しており、業界内での受託競争の激化や価格低下の動きが進んでおりま

す。 

このような状況のもと、当社は主要マーケットである金融系業務のシステム開発を事業活動の中核と位

置づけ、既存案件の拡大や新規案件の開拓に注力し、積極的な営業活動を展開してまいりました。 

これらの結果、損害保険系・証券系業務を中心として、企業統合に伴う情報システム投資や大型の共同

化システム案件など前期からの継続受注が堅調に推移し、加えて銀行系業務では大手銀行の統合案件など

今後拡大が予想されるシステム案件への参画も実現したことにより、売上高は2,282百万円（前年同期比 

14.2%増）となりました。 

利益面につきましては、開発要員の適正配置による稼働率の向上及びプロジェクトの監視体制強化によ

る原価低減に向けての取り組み効果もあり、営業利益は130百万円（同106.6％増）、経常利益は132百万円

（同103.2％増）、四半期純利益は75百万円（同34.2％増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①ソフトウェア開発 

当社の中心的なビジネス領域である金融系業務の売上高は1,911百万円（前年同期比20.0％増）となり

ました。大型案件が堅調に推移した証券系業務は513百万円（同42.1％増）、損害保険系業務は925百万

円（同46.4％増）と前年同期を大幅に上回りました。一方、本格的な拡大がこれから始まる見通しの銀

行系業務は169百万円（同0.2％減）と前年同期水準を維持したものの、統合案件が一旦終息した生命保

険系業務は285百万円（同28.9％減）と低調でありました。 

金融系業務以外では、通信系業務が大きく伸展し184百万円（同86.2％増）となりました。 

これらの結果、売上高は2,206百万円（同14.7％増）となりました。 

②情報システムサービス等 

主たる業務であるコンピュータ運用管理業務は概ね前年同期水準で推移し、情報システムサービス等

全体の売上高は76百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

 

(2)  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＞ 

当第１四半期会計期間末における総資産は7,448百万円となり前事業年度末に比べ210百万円増加してお

ります。これは主として、売掛金が137百万円、仕掛品が95百万円、繰延税金資産（流動資産）が65百万円

増加し、現金及び預金が65百万円、のれんが13百万円、投資有価証券が10百万円減少したことによりま

す。また、負債合計は3,642百万円となり前事業年度末に比べ256百万円増加しております。これは主とし

て、買掛金が33百万円、未払費用が348百万円、受注損失引当金が19百万円、その他（流動負債）が90百万

円、退職給付引当金が34百万円増加し、未払法人税等が135百万円、賞与引当金が149百万円減少したこと

によります。純資産は3,805百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円減少しております。これは主とし

て、四半期純利益75百万円計上による増加があったものの、剰余金の配当115百万円の減少があったことに

よります。これらの結果、自己資本比率は51.1％となり、前事業年度末に比べ2.1ポイント減少しておりま

す。 

 

(3)  業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、当第１四半期累計期間の業績が概ね計画通りに推移していることから、平成 

24年５月14日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 
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３．四半期財務諸表 
（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 3,902,934 3,837,338

売掛金 1,378,899 1,516,201

有価証券 405,085 405,157

仕掛品 263,601 359,098

繰延税金資産 211,648 277,278

その他 72,746 62,661

貸倒引当金 △4,130 △5,287

流動資産合計 6,230,785 6,452,448

固定資産   

有形固定資産 40,654 38,399

無形固定資産   

のれん 106,279 92,994

その他 50,264 47,616

無形固定資産合計 156,543 140,610

投資その他の資産   

投資有価証券 82,892 72,794

繰延税金資産 574,869 592,222

その他 157,186 156,478

貸倒引当金 △4,750 △4,750

投資その他の資産合計 810,198 816,745

固定資産合計 1,007,395 995,754

資産合計 7,238,181 7,448,203
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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   

買掛金 697,817 731,696

未払金 39,930 50,804

未払費用 143,135 492,045

未払法人税等 276,056 141,033

賞与引当金 330,918 181,063

受注損失引当金 99,725 118,953

その他 216,356 306,934

流動負債合計 1,803,938 2,022,531

固定負債   

退職給付引当金 1,488,502 1,522,880

役員退職慰労引当金 93,042 96,892

固定負債合計 1,581,544 1,619,772

負債合計 3,385,482 3,642,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 526,584 526,584

資本剰余金 531,902 531,902

利益剰余金 2,868,894 2,828,599

自己株式 △71,053 △71,053

株主資本合計 3,856,327 3,816,032

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,629 △10,132

評価・換算差額等合計 △3,629 △10,132

純資産合計 3,852,698 3,805,899

負債純資産合計 7,238,181 7,448,203
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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 1,999,394 2,282,704

売上原価 1,663,966 1,865,467

売上総利益 335,428 417,236

販売費及び一般管理費 272,207 286,601

営業利益 63,220 130,634

営業外収益   

受取利息 274 90

受取配当金 1,288 1,258

保険事務手数料 299 275

その他 53 116

営業外収益合計 1,915 1,739

経常利益 65,136 132,374

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 85,384 －

特別利益合計 85,384 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 1,071 －

抱合せ株式消滅差損 56,618 －

特別損失合計 57,689 －

税引前四半期純利益 92,831 132,374

法人税、住民税及び事業税 117,866 136,674

法人税等調整額 △80,967 △79,388

法人税等合計 36,899 57,286

四半期純利益 55,932 75,088
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当第１四半期累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 2,263,640 111.0

情報システムサービス等 76,619 99.8

合計 2,340,260 110.6

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当第１四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  受注高(千円) 前年同四半期比(％)  受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 2,238,274 171.0 1,900,946 102.4

情報システムサービス等 6,944 18.4 145,284 78.3

合計 2,245,219 166.8 2,046,230 100.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第１四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 2,206,084 114.7

情報システムサービス等 76,619 99.8

合計 2,282,704 114.2

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第１四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱野村総合研究所 688,555 34.4 959,561 42.0 

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 248,144 12.4 166,814 7.3 

    (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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