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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、一部に緩やかな景気回復の兆しがみられたものの、欧州の財

政危機を背景にした円高の長期化などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

情報サービス産業においても、ユーザー企業の情報化投資に対する慎重な姿勢が続いており、受注獲得や受

注価格の面で競争が激化するなど、厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような状況の中、当社は新規顧客の獲得を含めた受注拡大を目指して営業力を強化するとともに、品質

管理を徹底して顧客へのサービス価値の維持・向上に努め、受注獲得の面では概ね堅調に推移いたしました。 

利益の面では、受注価格が厳しさを増す中、開発要員の不稼働による損失防止やプロジェクトの採算悪化防

止に努めるとともに、販売費及び一般管理費の経費節減に注力してまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高927百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益1百万円

（前年同期比94.3％増）、経常利益4百万円（前年同期比13.2％減）、四半期純損失6百万円（前年同期は四半期

純損失1百万円）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。 

なお、当第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につい

ては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。  

① ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、売上高907百万円（前年同期比11.6％増）、売上総利益90百万円（前年同期比

5.8％増）となりました。 

  

② 入力データ作成事業 

入力データ作成事業は、売上高20百万円（前年同期比24.4％減）、売上総損失3百万円（前年同期は売上総

利益2百万円）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産は3,087百万円（前事業年度末比156百万円減少）となりました。

主な要因は現金及び預金が減少したことによります。 

  

（固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産は949百万円（同8百万円減少）となりました。主な要因はソフト

ウエア及び投資有価証券が減少したことによります。 

その結果、当第１四半期会計期間末における資産合計は4,037百万円（同165百万円減少）となりました。 

  

（流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債は437百万円（同110百万円減少）となりました。主な要因は賞与

引当金が減少したことによります。 

  

（固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債は1,456百万円（同4百万円増加）となりました。これは退職給付

引当金が増加したことによります。 

  

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,143百万円（同58百万円減少）となりました。主な要因は配

当金の支払48百万円による利益剰余金の減少であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

平成25年3月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、平成24年5月11日に発表いたしまし

た業績予想数値に変更はありません。 
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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 2,684,013 2,546,928

売掛金 435,004 355,898

仕掛品 5,452 71,664

その他 119,655 113,006

流動資産合計 3,244,125 3,087,497

固定資産   

有形固定資産 141,530 140,790

無形固定資産 49,656 45,151

投資その他の資産   

繰延税金資産 503,053 506,849

その他 335,914 328,810

貸倒引当金 △71,680 △71,680

投資その他の資産合計 767,287 763,980

固定資産合計 958,474 949,922

資産合計 4,202,600 4,037,419

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,297 96,609

未払法人税等 57,572 3,398

賞与引当金 210,986 97,621

その他 170,177 239,817

流動負債合計 548,034 437,447

固定負債   

役員退職慰労未払金 62,689 62,689

退職給付引当金 1,389,102 1,393,466

固定負債合計 1,451,792 1,456,156

負債合計 1,999,826 1,893,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500

資本剰余金 553,700 553,700

利益剰余金 1,200,536 1,145,683

自己株式 △1,352 △1,352

株主資本合計 2,383,383 2,328,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,230 △5,336

土地再評価差額金 △179,378 △179,378

評価・換算差額等合計 △180,609 △184,714

純資産合計 2,202,774 2,143,815

負債純資産合計 4,202,600 4,037,419
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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 839,585 927,180

売上原価 751,754 840,650

売上総利益 87,830 86,529

販売費及び一般管理費 87,039 84,991

営業利益 791 1,537

営業外収益   

受取利息 799 718

受取配当金 1,496 1,054

助成金収入 1,690 －

雑収入 681 1,440

営業外収益合計 4,667 3,212

営業外費用   

固定資産除却損 － 14

営業外費用合計 － 14

経常利益 5,458 4,735

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 2,600 －

特別損失合計 2,600 －

税引前四半期純利益 2,858 4,735

法人税、住民税及び事業税 1,047 1,047

法人税等調整額 2,861 10,478

法人税等合計 3,909 11,526

四半期純損失（△） △1,051 △6,791
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（報告セグメントの変更等に関する事項） 

当第１四半期会計期間から、「受託計算」については量的に僅少となり、マネジメント・アプローチによる区

分を変更したため、報告セグメントとして記載しない方法に変更しております。なお、従来の「受託計算」につ

いては「ソフトウエア開発」に含めて記載しております。 

また、前第１四半期累計期間のセグメント情報は、当第１四半期累計期間の報告セグメントの区分に基づき作

成したものを開示しております。 

   

   

（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）セグメント情報等
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