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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  6,227  10.8  451  129.0  454  123.2  300  100.9

24年３月期第２四半期  5,618  △13.0  197  △68.1  203  △67.1  149  △59.1

  
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  51.83  51.80

24年３月期第２四半期  25.82  －

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で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２四半期  14,778  8,449  57.2  1,448.65

24年３月期  14,020  8,198  58.5  1,416.60

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 8,449百万円   24年３月期 8,198百万円 

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で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  － 33.00       

25年３月期（予想）     － 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

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており

ます。

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、対前期増減率）

  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

通期  14,600  5.8  1,500  4.6  1,506  0.9  932  11.2  160.43

（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）平成24年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。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、株式分割後の株式数を前提に算定しております。



※  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Ｐ３．「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」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２Ｑ 5,832,800株 24年３月期 5,787,200株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ －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２Ｑ 5,793,180株 24年３月期２Ｑ 5,787,200株

（注）当社は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分

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。

（その他特記事項） 

 当社は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行

っております。1株当たり情報の各金額は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付の株式分割が前事業年度の

期首に行われたと仮定して算出しております。そのため、平成25年３月期（予想）の期末配当金及び１株当たり当期

純利益については、平成24年10月１日付の株式分割後の株式数を基に算定しております。また、平成24年３月期配当

金は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付の株式分割前の実績を記載し、平成25年３月期の第２四半期末配

当金は、平成24年10月１日付の株式分割前の実績を記載しております。 

平成24年10月１日付株式分割前の当社発行済株式総数    2,916,400株 

平成24年10月１日付の株式分割により増加した株式総数   2,916,400株 

平成24年10月１日付株式分割後の当社発行済株式総数    5,832,800株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかな回復傾向にありましたが、欧州政

府の債務危機等による世界景気の減速懸念もあり、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、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２四半期累計期間においては、公共分野での前年同期を上回る売上、利益の確保により、前年同期に比べ

増収増益となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は6,227百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益は454百万円

（前年同期比123.2％増）及び四半期純利益は300百万円（前年同期比100.9％増）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、市区町村向け基幹系及び情報系システムのリプレイス導入、後期高齢者広域連合向

けの導入支援等を行いました。 

当第２四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２四半期累計期間の売上高は4,559百万円（前年同期比19.7％増）、営業利益は520百万円（前

年同期比255.0％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２四半期累計期間におきましては、データセンターサービス等の受注は確保しているものの、全体的な受

注の不足と、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２四半期累計期間の売上高は1,667百万円（前年同期比7.8％減）、営業損失は68百万円（前年

同期は50百万円の営業利益）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四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757百万円増加し、14,778百万円となりま

した。これは主に受取手形及び売掛金が2,215百万円、無形固定資産が69百万円減少したものの、現金及び預金が

1,264百万円、商品が707百万円及び有形固定資産が1,112百万円増加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505百万円増加し、6,328百万円となりました。これは主に未払法人税等が147百

万円、未払金が147百万円減少したものの、短期借入金が778百万円増加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251百万円増加し、8,449百万円となりました。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300百万円増加したことによるものです。 

なお、自己資本比率は、57.2％（前事業年度末58.5％）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,174

百万円増加し、1,574百万円（前年同期比8.7%増）となりました。 

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は1,813百万円となりました。これは、主に

たな卸資産の増加653百万円及び法人税等の支払304百万円により資金使用したものの、税引前四半期純利益

464百万円、減価償却費218百万円及び売上債権の減少2,225百万円により資金獲得したためであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,351百万円となりました。これは、主に

定期預金の預入による支出90百万円及び有形固定資産の取得による支出1,280百万円により資金使用したため

であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は717百万円となりました。これは、主に配

当金の支払による支出89百万円により資金使用したものの、短期借入金の純増額778百万円により資金獲得し

たためであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の業績は、売上につきましては、順調に推移しておりますが、利益につきましては、第１

四半期の業績の影響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、下期の業

績につきましては不確定要素が多いため、平成25年３月期の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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（２）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、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ１百万円増加しております。   

   

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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 797,490 2,062,089

受取手形及び売掛金 5,480,665 3,264,819

商品 102,717 810,573

仕掛品 249,819 194,087

原材料及び貯蔵品 22,902 24,026

その他 1,144,035 1,185,722

貸倒引当金 △4,973 △6,615

流動資産合計 7,792,657 7,534,702

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,579,238 1,515,363

土地 1,731,590 1,731,590

建設仮勘定 1,329,217 2,510,602

その他（純額） 317,572 312,847

有形固定資産合計 4,957,618 6,070,403

無形固定資産 405,087 335,141

投資その他の資産   

その他 876,029 849,199

貸倒引当金 △10,425 △11,121

投資その他の資産合計 865,603 838,078

固定資産合計 6,228,309 7,243,622

資産合計 14,020,966 14,778,325

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,183,059 1,209,516

短期借入金 1,222,000 2,000,000

未払法人税等 314,819 167,743

賞与引当金 655,404 665,324

製品保証引当金 2,482 2,791

その他 1,023,016 831,055

流動負債合計 4,400,782 4,876,429

固定負債   

退職給付引当金 1,029,002 1,051,365

資産除去債務 25,014 25,075

その他 368,045 375,763

固定負債合計 1,422,062 1,452,203

負債合計 5,822,844 6,328,633

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,607 1,393,557

資本剰余金 1,023,050 1,043,000

利益剰余金 5,805,865 6,016,428

株主資本合計 8,202,523 8,452,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,401 △3,294

評価・換算差額等合計 △4,401 △3,294

純資産合計 8,198,121 8,449,692

負債純資産合計 14,020,966 14,778,325
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,618,576 6,227,367

売上原価 3,868,437 4,217,434

売上総利益 1,750,139 2,009,933

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 615,342 578,440

賞与引当金繰入額 231,301 213,954

貸倒引当金繰入額 △105 1,971

その他 706,272 763,653

販売費及び一般管理費合計 1,552,810 1,558,020

営業利益 197,329 451,913

営業外収益   

受取利息 644 318

受取配当金 8,719 7,626

受取報奨金 － 2,000

その他 2,037 2,157

営業外収益合計 11,401 12,102

営業外費用   

支払利息 3,054 3,621

保険解約損 1,057 －

為替差損 1,026 5,888

営業外費用合計 5,138 9,509

経常利益 203,592 454,506

特別利益   

固定資産売却益 － 1,255

負ののれん発生益 － 1,205

関係会社清算益 － 10,914

特別利益合計 － 13,375

特別損失   

投資有価証券売却損 － 3,035

特別損失合計 － 3,035

税引前四半期純利益 203,592 464,846

法人税、住民税及び事業税 42,400 158,500

法人税等調整額 11,749 6,081

法人税等合計 54,149 164,581

四半期純利益 149,443 300,264
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 203,592 464,846

減価償却費 225,387 218,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △296 2,337

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,927 9,919

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,591 22,362

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,281 309

受注損失引当金の増減額（△は減少） △1,452 －

受取利息及び受取配当金 △9,364 △7,945

支払利息 3,054 3,621

為替差損益（△は益） 1,026 5,888

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,255

投資有価証券売却損益（△は益） － 3,035

負ののれん発生益 － △1,205

関係会社清算損益（△は益） － △10,914

売上債権の増減額（△は増加） 1,236,770 2,225,710

たな卸資産の増減額（△は増加） △364,693 △653,080

仕入債務の増減額（△は減少） △201,569 24,451

前受金の増減額（△は減少） 7,036 43,066

その他 △134,195 △236,534

小計 981,535 2,113,276

利息及び配当金の受取額 9,646 7,964

利息の支払額 △3,114 △3,608

法人税等の支払額 △340,456 △304,083

営業活動によるキャッシュ・フロー 647,610 1,813,548

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △415,000 △90,000

定期預金の払戻による収入 162,000 －

有形固定資産の取得による支出 △115,778 △1,280,398

有形固定資産の売却による収入 － 2,415

無形固定資産の取得による支出 △153,670 △17,514

投資有価証券の売却による収入 － 8,579

関係会社の整理による収入 － 32,265

事業譲受による支出 － △6,500

保険積立金の払戻による収入 26,244 －

その他 266 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △495,938 △1,351,006

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △22,000 778,000

長期借入金の返済による支出 △61,000 －

リース債務の返済による支出 △22,183 △10,252

株式の発行による収入 － 39,900

配当金の支払額 △86,808 △89,701

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,991 717,946

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,026 △5,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,345 1,174,599

現金及び現金同等物の期首残高 1,489,400 399,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,448,055 1,574,089
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

平成24年７月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

  

平成24年10月１日をもって普通株式１株につき２株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式     株 

(2）分割方法 

平成24年９月30日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき２株の割合をもっ

て分割します。 

  

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによ

る影響については、当該個所に記載しております。 

  

（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

（６）重要な後発事象

2,916,400
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