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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年9月20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2四半期 6,423 13.9 40 273.2 80 △10.2 57 △12.4
24年3月期第2四半期 5,641 △3.5 10 ― 89 ― 65 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 57百万円 （△11.1％） 24年3月期第2四半期 65百万円 （―％）

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2四半期 3.18 ―
24年3月期第2四半期 3.63 ―

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2四半期 9,292 3,070 32.9 169.79
24年3月期 7,929 3,012 37.8 166.54
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,056百万円 24年3月期  2,997百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 3月21日～平成25年 3月20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  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年10月16日）公表いたしました「平成25年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想と実績値の差異及び通期
業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 12,300 6.8 120 12.3 180 △25.6 110 △27.2 6.11



(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  ：  無  

(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
四半期連結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】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2Q 18,000,000 株 24年3月期 18,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 304 株 24年3月期 304 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 17,999,696 株 24年3月期2Q 17,999,704 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 平成25年３月期 第２四半期連結累計期間の概況 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連需要などから国内需要は堅調に推移するもの

の、輸出は海外経済の減速、円高の影響により弱含みであり、回復の動きに足踏みが見られます。 

  当社グループの属する情報サービス業界では、スマートフォンの普及により活発な投資の動きもあり緩やかな

回復の兆しが見えつつありますが、景気の先行き不透明な状況を背景に投資には慎重な姿勢が続いております。

  このような環境の中で、当社グループは、2010年度から2012年度までの中期経営計画「Renovate21(革新21)」

の最終年度として、顧客価値の追求と成長分野への集中により、市場競争に打ち勝ち、事業成長を図るととも

に、付加価値向上のための徹底した事業構造改革により、安定した黒字化体質の確保に努めております。 

  当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は64億23百万円（対前年同四半期比13.9%増）、営業利益40百万

円（同273.2%増）、経常利益80百万円（同10.2%減）、四半期純利益57百万円（同12.4%減）となりました。 

  

② 事業別の状況 

〔ビジネス・ソリューション事業〕 

  当事業では、移動体通信事業者向けシステム構築は減少しましたが、株式会社安川電機のＩＴインフラ整備・

更新の継続案件があり、非製造業分野では新規需要等もあり堅調に推移しました。その結果、売上高は26億27百

万円（前年同四半期比8.3%増）となりました。 

  

〔組込制御ソリューション事業〕 

  当事業では、医療機器向け組込ソフトや官公需向け水処理電機品制御システムは前年同期並みで堅調に推移し

ましたが、倉庫物流システムやメカトロ機器向け制御ソフトは前年同期に比べ減少しました。その結果、売上高

は12億93百万円（同6.5%減）となりました。 

  

〔医療・公益ソリューション事業〕 

 当事業では、医療機関向けソリューションサービスは健康保険の保険者向けサービスが堅調に推移し、また、

自治体向け情報通信基盤構築も大口案件の獲得により堅調に推移しました。その結果、売上高は９億18百万円

（同27.4%増）となりました。 

  

〔プロダクト事業〕 

  当事業では、インターネット・セキュリティ関連製品は大口案件の獲得により堅調に推移し、情報機器分野で

は、Ｍ２Ｍ（Machine to Machine）用途の通信機器端末の案件増により前年同期に比べ大幅に増加しました。そ

の結果、売上高は15億84百万円（同42.6%増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産  

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は60億41百万円（前連結会計年度末比７億70百万円増）となりまし

た。これは、主として受取手形及び売掛金が７億13百万円、現金及び預金が１億80百万円増加したこと等による

ものです。 

 固定資産は32億51百万円（同５億93百万円増）となりました。これは、主として前払年金費用の増加等により

投資その他の資産が６億22百万円増加したこと等によるものです。 

 この結果、資産合計は92億92百万円（同13億63百万円増）となりました。 

  

② 負債 

 当第２四半期連結会計期間末の流動負債は33億71百万円（同７億11百万円増）となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が６億77百万円増加したこと等によるものです。 

 固定負債は28億50百万円（同５億94百万円増）となりました。これは、主として長期未払金の増加等によりそ

の他が５億70百万円増加したこと等によるものです。 

 この結果、負債合計は62億22百万円（同13億６百万円増）となりました。 

  

③ 純資産 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は30億70百万円（同57百万円増）となりました。これは、主として

利益剰余金が57百万円増加したこと等によるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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④ キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より１億80百万円増加

し、17億79百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、長期未払金の増加５億53百万円があ

ったものの、売上債権の増加７億13百万円、前払年金費用の増加６億53百万円があったこと等により、２億

７百万円（前年同四半期比２億94百万円減）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得23百万円等によ

り、△25百万円（同１百万円増）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済０

百万円等により、△１百万円（同０百万円減）となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年４月19日発表の業績予想から修正しておりま

す。 

  詳細につきましては、本日（平成24年10月16日）公表いたしました「平成25年３月期 第２四半期連結累計期間

業績予想と実績値の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,599,029 1,779,530

受取手形及び売掛金 2,570,814 3,284,227

商品及び製品 55,053 18,538

仕掛品 561,944 531,382

原材料及び貯蔵品 17,210 10,018

その他 483,520 420,694

貸倒引当金 △16,615 △3,263

流動資産合計 5,270,956 6,041,128

固定資産   

有形固定資産 696,106 689,282

無形固定資産 171,193 148,931

投資その他の資産   

前払年金費用 1,093,453 1,746,605

その他 697,377 666,782

投資その他の資産合計 1,790,831 2,413,388

固定資産合計 2,658,131 3,251,602

資産合計 7,929,087 9,292,731

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 453,391 1,130,752

未払費用 1,254,072 1,128,037

未払法人税等 21,155 19,372

役員賞与引当金 700 750

その他 930,598 1,092,785

流動負債合計 2,659,917 3,371,697

固定負債   

退職給付引当金 2,111,830 2,186,916

役員退職慰労引当金 71,304 19,654

その他 73,401 644,199

固定負債合計 2,256,535 2,850,769

負債合計 4,916,453 6,222,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,000 664,000

資本剰余金 318,000 318,000

利益剰余金 1,999,071 2,056,333

自己株式 △99 △99

株主資本合計 2,980,972 3,038,234

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,754 17,994

その他の包括利益累計額合計 16,754 17,994

少数株主持分 14,907 14,034

純資産合計 3,012,634 3,070,263

負債純資産合計 7,929,087 9,292,731
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

売上高 5,641,081 6,423,905

売上原価 4,546,051 5,327,463

売上総利益 1,095,029 1,096,441

販売費及び一般管理費 1,084,156 1,055,865

営業利益 10,873 40,575

営業外収益   

受取利息 153 203

受取配当金 1,496 1,339

雇用助成金・奨励金 76,433 39,467

その他 3,326 637

営業外収益合計 81,409 41,649

営業外費用   

支払利息 125 108

売上債権売却損 2,141 992

売上割引 310 466

その他 113 246

営業外費用合計 2,691 1,814

経常利益 89,591 80,410

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,751 －

訴訟関連債務戻入益 15,000 －

退職給付制度改定益 － 26,902

特別利益合計 23,751 26,902

特別損失   

固定資産除却損 837 2,918

投資有価証券評価損 － 3,223

特別損失合計 837 6,141

税金等調整前四半期純利益 112,504 101,171

法人税、住民税及び事業税 8,403 7,256

法人税等調整額 38,888 37,160

法人税等合計 47,291 44,417

少数株主損益調整前四半期純利益 65,213 56,753

少数株主損失（△） △149 △508

四半期純利益 65,362 57,262
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 65,213 56,753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 21 1,235

その他の包括利益合計 21 1,235

四半期包括利益 65,234 57,989

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,384 58,502

少数株主に係る四半期包括利益 △149 △513
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 112,504 101,171

減価償却費 69,041 58,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,751 △13,351

前払年金費用の増減額（△は増加） △73,455 △653,152

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,100 50

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,887 75,086

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,488 △51,650

受取利息及び受取配当金 △1,649 △1,543

支払利息 125 108

固定資産除却損 837 2,918

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,223

売上債権の増減額（△は増加） 543,198 △713,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △305,035 74,267

仕入債務の増減額（△は減少） 236,391 677,360

未払金の増減額（△は減少） △133,864 194,912

未払費用の増減額（△は減少） △126,429 △126,035

長期未払金の増減額（△は減少） － 553,327

その他 123,998 33,586

小計 515,410 214,956

利息及び配当金の受取額 1,448 1,543

利息の支払額 △125 △108

法人税等の支払額 △23,015 △11,968

法人税等の還付額 7,429 2,685

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,148 207,107

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △22,619 △9,910

無形固定資産の取得による支出 △8,945 △23,618

投資有価証券の取得による支出 △657 △64

投資有価証券の清算による収入 700 －

その他 4,620 8,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,902 △25,528

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △714 △714

自己株式の取得による支出 △10 －

配当金の支払額 △31 △4

少数株主への配当金の支払額 △150 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー △905 △1,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 473,339 180,500

現金及び現金同等物の期首残高 976,773 1,599,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,450,113 1,779,530
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 該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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