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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年9月期第3四半期 1,202 △2.3 184 57.4 187 54.7 95 249.8
23年9月期第3四半期 1,230 △4.8 117 23.2 121 16.3 27 △48.8

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

24年9月期第3四半期 2,351.17 ―
23年9月期第3四半期 672.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 3,009 2,281 75.8
23年9月期 2,903 2,267 78.1
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  2,281百万円 23年9月期  2,267百万円

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
24年9月期 ― 1,000.00 ―
24年9月期（予想） 1,000.00 2,000.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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  ：  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

通期 1,700 5.0 300 62.3 300 57.9 180 232.0 4,444.44



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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） 24年9月期3Q 40,900 株 23年9月期 40,900 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 400 株 23年9月期 400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 40,500 株 23年9月期3Q 40,500 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、添付資
料Ｐ．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）経営成績に関する定性的情報 

①当第３四半期累計期間の経営成績 

 当第３四半期累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日の９ヶ月間）におけるわが国経済については、

依然として厳しい状況にある中で、復興需要等を背景として生産や個人消費を中心に緩やかに回復してきました。

ただ、欧州の政府債務危機を巡る不確実性が高まり、海外景気の悪化や円高の影響などから景気が下振れするリス

クを抱えております。 

  当社の主要な販売先である金融機関におきましては、全国の銀行貸出残高が10ヶ月連続して前年同月比増加して

おり、資金需要は回復し始めています。しかしながら、平成23年度決算では貸出金利は依然低く、運用収益は減収

となっています。金融機関の本業回復には今しばらく時間を要すると考えられ、設備投資は慎重な姿勢が続いてい

ると見られます。 

 当第３四半期累計期間の売上高につきましては、システム開発に係わる「システムインテグレーション事業」

は、前年同期比減収となりました。一方、システムのメンテナンスを行う「システムサポート事業」は前年同期比

増収となりましたが、全体として前年同期比減収となりました。損益につきましては、減収ではあったものの、開

発に係わる外注費用の削減をはじめ、研究開発が一巡し抑制されるなど経費削減が奏功し、営業利益及び経常利益

は前年同期比増益となりました。さらに、投資有価証券を前期末に全て売却したことにより、前年同期のような評

価損の計上がなく、四半期純利益は前年同期比大幅増益となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,202,518千円（前年同期比2.3％減）、営業利益は184,313千円

（同57.4％増）、経常利益は187,652千円（同54.7％増）、四半期純利益は95,222千円（同249.8％増）となりまし

た。  

②事業部門別の業績 

「システムインテグレーション事業」 

 信用組合にシステムを提供している信組情報サービス株式会社経由の販売は順調に推移しているうえ、「担保不

動産評価管理システム」や「決算書リーディングシステム」は地銀主体に堅調に売上高を計上しました。また、バ

ージョンアップした「契約書作成支援システム」や「出資金管理システム」などの新システムや、一般事業法人か

ら受注設計したシステムの売上高などもあり前年同期比増加しました。しかしながら、「法人格付システム」や

「自己査定支援システム」などが前年同期比減収となり、システムインテグレーション事業の売上高は505,184千

円（前年同期比8.7％減）、売上高構成比は42.0％となりました。 

  

「システムサポート事業」 

 メンテナンスの売上高は、これまでシステム販売が伸びてきたため前年同期比増収となり、代行入力の売上高が

前年同期を下回ったものの、全体として増収となり、システムサポート事業の売上高は697,334千円（前年同期比

3.0％増）、売上高構成比は58.0％となりました。    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ135,223千円増加し、2,737,956

千円となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものです。固定資産は前事業年度末に比べ28,881千円減

少し、271,711千円となりました。これは主に繰延税金資産の減少によるものです。この結果、資産合計は前事業

年度末に比べ106,341千円増加し、3,009,668千円となりました。 

（負債） 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ92,119千円増加し、728,208千円となりました。これは主に未払金の

増加によるものです。 

（純資産） 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ14,222千円増加し、2,281,459千円となりました。これは繰越利益

剰余金の増加によるものであります。    

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 

 今後のわが国経済は回復に向かっていくと考えられますが、欧州債務危機による世界経済の低迷、円高の影響、

電力供給の制約など下方リスクもあり、当面まだ厳しい局面が続くと予想されます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関向けに的確にニーズを捉えて新規案件を

掘り起こし、受注に結び付けるきめ細かい営業を行っていく考えです。それと同時に、「リアルタイム連結システ

ム」や「固定資産管理システム」については、金融機関のみならず一般事業法人向けに販売できるよう、引き続き

注力してまいりたいと思います。 

 平成24年９月期におきましては、売上高1,700,000千円（前年同期比5.0％増）、営業利益300,000千円（同

62.3％増）、経常利益300,000千円（同57.9％増）、当期純利益180,000千円（同232.0％増）と予想しておりま

す。 

追加情報   

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,230,414 2,534,083

売掛金 230,976 171,931

仕掛品 30,572 6,090

繰延税金資産 18,108 10,068

未収収益 6,907 4,967

未収消費税等 1,476 －

未収還付法人税等 73,937 －

その他 10,658 10,815

貸倒引当金 △318 －

流動資産合計 2,602,733 2,737,956

固定資産   

有形固定資産 81,943 79,524

無形固定資産   

ソフトウエア 14,538 17,411

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 15,654 18,527

投資その他の資産   

差入保証金 54,217 50,412

繰延税金資産 127,863 102,332

会員権 20,914 20,914

投資その他の資産合計 202,994 173,659

固定資産合計 300,593 271,711

資産合計 2,903,326 3,009,668
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,873 14,932

未払金 64,850 138,648

未払消費税等 5,170 13,146

未払法人税等 － 37,916

前受収益 283,886 286,359

賞与引当金 52,417 17,499

製品保証引当金 860 439

受注損失引当金 1,755 －

その他 7,810 17,370

流動負債合計 454,624 526,312

固定負債   

役員退職慰労引当金 181,465 192,971

長期前受収益 － 8,924

固定負債合計 181,465 201,896

負債合計 636,089 728,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,629,111 1,643,334

利益剰余金合計 1,630,928 1,645,150

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,267,237 2,281,459

純資産合計 2,267,237 2,281,459

負債純資産合計 2,903,326 3,009,668

㈱情報企画（3712）　平成24年９月期　第三四半期決算短信

- 5 -



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,230,407 1,202,518

売上原価 625,389 611,860

売上総利益 605,017 590,657

販売費及び一般管理費 487,917 406,343

営業利益 117,099 184,313

営業外収益   

受取利息 690 752

受取配当金 198 －

有価証券利息 3,237 －

貸倒引当金戻入額 － 318

法人税等還付加算金 － 2,087

その他 106 180

営業外収益合計 4,232 3,338

経常利益 121,332 187,652

特別利益   

貸倒引当金戻入額 214 －

投資有価証券償還益 2,000 －

特別利益 2,214 －

特別損失   

固定資産除売却損 132 36

投資有価証券評価損 39,887 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,998 －

特別損失合計 51,019 36

税引前四半期純利益 72,527 187,616

法人税、住民税及び事業税 68,568 58,823

法人税等調整額 △23,259 33,570

法人税等合計 45,309 92,394

四半期純利益 27,218 95,222
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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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