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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4月1日～平成24年9月30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 9,855 4.9 206 105.3 250 99.2 153 21.9
24年3月期第2四半期 9,393 △0.4 100 317.4 125 70.6 125 646.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 43百万円 （△49.5％） 24年3月期第2四半期 85百万円 （140.7％）

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 13.69 ―
24年3月期第2四半期 11.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 18,170 13,888 76.4
24年3月期 18,692 13,912 74.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,888百万円 24年3月期  13,912百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
業績予想の修正内容につきましては、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧下さい。  

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 21,700 5.3 550 33.9 600 30.0 320 61.5 28.57



(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  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。 
  
  
  
  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧下さい。  
  
  
  
  

(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きを実施中です。 
  
  
  
  

※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など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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績など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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項などについては、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算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   ：  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   ：  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 11,200,000 株 24年3月期 11,200,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 494 株 24年3月期 494 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,199,506 株 24年3月期2Q 11,199,506 株



［添付資料の目次］ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ···············································  ２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ···········································  ２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ···········································  ２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ···········································  ２ 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ···········································  ３ 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ···························  ３ 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ···························  ３ 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ·························  ３ 

３．四半期連結財務諸表 ···························································  ４ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ·····················································  ４ 

(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 ·························  ６ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ·······································  ８ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ···············································  ９ 

(5) セグメント情報等 ·························································  ９ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ·····························  ９ 

（株）さくらケーシーエス（4761）　平成25年３月期 第２四半期決算短信

- 1 -



１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当社及び連結子会社（以下、「当企業集団」という。）の当第２四半期連結累計期間の業績につきま

しては、自治体向けのシステム機器販売が増加したことに加え、金融機関・一般法人向けシステム構築

業務が増加したことから、売上高は9,855百万円と前年同四半期比462百万円（4.9％）の増収となりま

した。 

また、損益面につきましても、増収効果に加えて、要員稼働状況改善などによる原価率改善を主因と

して、営業利益は206百万円と前年同四半期比105百万円（105.3％）の増益、経常利益も250百万円と前

年同四半期比124百万円（99.2％）の増益となり、その結果、四半期純利益につきましても153百万円と

前年同四半期比27百万円（21.9％）の増益となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 金融関連部門 

三井住友フィナンシャルグループ及び地域金融機関向けシステム構築業務が引き続き堅調に推

移したことを主因として、売上高は2,756百万円と前年同四半期比176百万円（6.8％）の増収とな

りました。 

② 公共関連部門 

自治体向けのシステム機器販売が好調だったことを主因として、売上高は2,402百万円と前年同

四半期比280百万円（13.2％）の増収となりました。 

③ 産業関連部門 

システム機器販売及びシステム運用管理業務が減少しましたが、関西地区における一般法人向

けシステム構築業務が増加したことから、売上高は前年同四半期比５百万円（0.1％）増の4,696

百万円とほぼ前年同四半期並みとなりました。 

当企業集団の事業につきましては、システムの納入が第２四半期（７～９月）及び第４四半期（１～

３月）に集中する傾向があり、売上高が第１四半期（４～６月）及び第３四半期（10～12月）において

減少し、第２四半期（７～９月）及び第４四半期（１～３月）に増加するパターンとなり、四半期毎・

半期毎の経営成績が変動いたします。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が前連結会計年度末比522百万円減少して

18,170百万円に、純資産も前連結会計年度末比24百万円減少して13,888百万円となりました。この結果、

自己資本比率は前連結会計年度末比2.0％増加して76.4％となっております。 

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は、前連結会計年度末比527百万円増加し

て6,334百万円となりました。その内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが998百万円のプラス、

投資活動によるキャッシュ・フローが247百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが224

百万円のマイナスであります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11日に発表いたしました通期の連結業績予想につきまして、売上高・営業利益・経常利

益は変更しておりませんが、新たなキャリアへ挑戦する従業員の支援を目的とした「マイキャリアプラ

ン（転進支援型早期退職制度）」を前期に引き続き実施することに伴い、加算退職金などの費用を特別

損失として織り込んでいるため、当期純利益を50百万円（13.5％）減の320百万円に修正しております。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

(3) 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） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益はそれぞれ０百万円増加しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,506 3,034 

受取手形及び売掛金 5,366 3,887 

有価証券 3,300 3,300 

商品 180 257 

仕掛品 319 553 

貯蔵品 40 210 

その他 1,039 943 

貸倒引当金 △8 △6 

流動資産合計 12,744 12,180 

固定資産   

有形固定資産 3,336 3,435 

無形固定資産 459 434 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,384 1,234 

その他 776 893 

貸倒引当金 △8 △7 

投資その他の資産合計 2,152 2,119 

固定資産合計 5,948 5,990 

資産合計 18,692 18,170 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,872 1,419 

未払法人税等 34 111 

賞与引当金 673 550 

受注損失引当金 － 5 

その他 1,060 935 

流動負債合計 3,640 3,022 

固定負債   

退職給付引当金 279 314 

役員退職慰労引当金 93 79 

資産除去債務 10 4 

その他 755 860 

固定負債合計 1,138 1,259 

負債合計 4,779 4,281 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,054 2,054 

資本剰余金 2,228 2,228 

利益剰余金 9,536 9,623 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 13,820 13,906 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92 △17 

その他の包括利益累計額合計 92 △17 

純資産合計 13,912 13,888 

負債純資産合計 18,692 18,170 
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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：百万円)

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

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

売上高 9,393 9,855 

売上原価 7,598 7,938 

売上総利益 1,795 1,917 

販売費及び一般管理費 1,694 1,710 

営業利益 100 206 

営業外収益   

受取利息 2 3 

受取配当金 17 24 

不動産賃貸料 36 31 

雑収入 9 25 

営業外収益合計 66 84 

営業外費用   

支払利息 17 15 

不動産賃貸費用 19 17 

雑損失 4 7 

営業外費用合計 41 40 

経常利益 125 250 

特別損失   

固定資産除売却損 164 － 

減損損失 1 － 

投資有価証券評価損 0 － 

特別損失合計 165 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△39 250 

法人税等 △165 97 

少数株主損益調整前四半期純利益 125 153 

四半期純利益 125 153 
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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：百万円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 125 153 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40 △110 

その他の包括利益合計 △40 △110 

四半期包括利益 85 43 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 85 43 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△39 250 

減価償却費 386 336 

減損損失 1 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △1 

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △122 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 18 5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113 34 

受取利息及び受取配当金 △20 △27 

支払利息 17 15 

固定資産除売却損益（△は益） 164 2 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,776 1,478 

たな卸資産の増減額（△は増加） △437 △480 

仕入債務の増減額（△は減少） △663 △452 

その他 △132 22 

小計 924 1,059 

利息及び配当金の受取額 20 26 

利息の支払額 △17 △15 

特別退職金の支払額 － △36 

移転費用の支払額 － △52 

法人税等の支払額 △111 △25 

法人税等の還付額 － 41 

営業活動によるキャッシュ・フロー 817 998 

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 △53 △86 

有形固定資産の売却による収入 100 － 

無形固定資産の取得による支出 △53 △77 

投資有価証券の取得による支出 △3 △4 

投資有価証券の売却による収入 0 － 

その他の支出 △107 △101 

その他の収入 2 21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △114 △247 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △178 △156 

配当金の支払額 △67 △67 

財務活動によるキャッシュ・フロー △245 △224 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457 527 

現金及び現金同等物の期首残高 5,201 5,806 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,658 6,334 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
金融関連 
部門 

公共関連
部門 

産業関連
部門 

計 

その他 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

売上高    

外部顧客への売上高 2,580 2,121 4,691 9,393 － 9,393 － 9,393

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

5 34 375 416 － 416 △416 －

計 2,585 2,156 5,067 9,809 － 9,809 △416 9,393

セグメント利益 460 233 400 1,094 － 1,094 △994 100

(注) １ セグメント利益の調整額△994百万円は、管理部門の費用のうち配賦の困難な費用等であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
金融関連 
部門 

公共関連
部門 

産業関連
部門 

計 

その他 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

売上高    

外部顧客への売上高 2,756 2,402 4,696 9,855 － 9,855 － 9,855

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

1 5 366 373 － 373 △373 －

計 2,758 2,408 5,063 10,229 － 10,229 △373 9,855

セグメント利益 512 170 468 1,151 － 1,151 △944 206

(注) １ セグメント利益の調整額△944百万円は、管理部門の費用のうち配賦の困難な費用等であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(6) 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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