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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

当社は、平成24年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。これに伴い、１株当たり四半期純利益につきましては、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。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 2,082 13.1 267 40.8 256 36.6 155 42.5
24年3月期第2四半期 1,841 7.5 189 25.2 187 24.5 108 23.7

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 57.79 ―
24年3月期第2四半期 40.13 ―

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 4,259 2,160 50.7
24年3月期 3,986 2,063 51.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,160百万円 24年3月期  2,063百万円

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  
当社は、平成24年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。詳細は後述の「株式分割に伴う配当の状況の遡及修正」をご覧
ください。 

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 ― 1,500.00 ― 2,000.00 3,500.00
25年3月期 ― 2,000.00
25年3月期（予想） ― 22.00 ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社は、平成24年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。これに伴い、平成25年３月期（予想）の業績予想における通期
の１株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 

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 4,300 10.9 530 17.9 510 16.1 306 16.6 113.89



(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） 

当社は、平成24年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。これに伴い、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期
中平均株式数につきましては、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ます。 

※  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 2,800,000 株 24年3月期 2,800,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 113,200 株 24年3月期 113,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 2,686,800 株 24年3月期2Q 2,715,046 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財務諸表
の四半期財務諸表に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は平成24年８月31日公表の「株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成24年10月１日
付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。これに伴い、平成25年３月期の業績予想における１株当たり当期純利益は、当該株式分割
後の株式数を前提にして算出しております。 



  
  

当社は平成24年10月１日付けで株式分割（普通株式１株を100株に分割）を実施しております。当該株式分割が前事業年度の期首に行
われたと仮定した場合の1株当たり配当金は下記のとおりとなります。       

 
  

株式分割に伴う配当の状況の遡及修正

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 ─ 15.00 ─ 20.00 35.00
25年3月期 ─ 20.00

25年3月期(予想) ─ 22.00 42.00
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当第２四半期累計期間（平成24年４月1日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、各種政策効果等を背景

に内需関連産業などにおいて穏やかな持ち直し傾向が見られるものの、欧州債務問題や海外景気の下振れの影響に

加え、円高・輸出減など多くの懸念材料により、引続き厳しい経済環境となっております。 

当社の主要顧客である土木・建設業界は、東日本大震災復旧・復興のための建設投資増加が見込まれるものの、

全国的に公共投資が前事業年度より縮減したことに加え、民間投資に関しましても、企業の設備投資の本格化には

至っておらず、引続き厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社におきましては、前事業年度から４ヵ年を対象にした中期経営計画を実施しており

ます。その中核となる方針は、「システム・測量計測事業を中心に「建設ＩＣＴ」分野の専門企業として全国ネッ

トワークを構築する」であります。この方針を基に事業を着実に展開してまいりました。 

当第２四半期累計期間の業績につきましては、主力事業のシステム事業及び測量計測事業に加え、ハウス備品事

業も堅調に推移したことなどにより、売上高は前年同期を上回る実績となりました。 

利益面は、主力事業を中心に人員増加策などを実施したことにより販売費及び一般管理費が前年同期に比べ増加

いたしましたが、売上高の伸長とレンタル原価等の削減に努めた結果、売上総利益が増加したことにより、営業利

益、経常利益、四半期純利益ともに前年同期を上回る実績となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の実績は、売上高2,082,435千円（前年同期比13.1％増）、営業利益267,019

千円（前年同期比40.8％増）、経常利益256,398千円（前年同期比36.6％増）、四半期純利益155,275千円（前年同

期比42.5％増）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。 

当事業につきましては、システム機器及びアプリケーション等のレンタル・販売に関して、平成24年４月に広島

支店、平成24年９月に浜松支店を開設し、営業エリアの拡大、営業活動の強化に加え、既存の営業拠点におきまし

ても、新規顧客の開拓等積極的な営業活動を展開した結果、受注が堅調に推移し、当事業の売上高は904,226千円

（前年同期比23.5％増）となりました。利益面は、売上高の伸長により売上総利益が増加したことに伴い、セグメ

ント利益（営業利益）は143,506千円（前年同期比28.4％増）となりました。 

当事業につきましては、測量機器及び計測システム等のレンタル・販売に関して、中期経営計画の方針に基づき

「建設ＩＣＴ」分野に注力した結果、受注を順調に確保することができ、当事業の売上高は436,012千円（前年同期

比2.3％増）となりました。利益面は、売上高の伸長により売上総利益が増加したことに加え、販売費及び一般管理

費の削減にも努めた結果、セグメント利益（営業利益）は31,070千円（前年同期比15.8％増）となりました。 

当事業につきましては、建設現場事務所用ユニットハウス及び什器備品等のレンタル・販売に関して、震災関連

工事等の増加に伴い需用環境が改善され、レンタル受注量が堅調に推移したことから、当事業の売上高は459,475千

円（前年同期比15.4％増）となりました。利益面は、売上高の伸長と徹底したレンタル原価の削減により売上総利

益が増加したことに加え、販売費及び一般管理費につきましても前年同期並みに抑えられたことから、セグメント

利益（営業利益）は71,686千円（前年同期比151.9％増）となりました。 

当事業につきましては、道路標示・標識及び環境・景観分野の工事並びに安全用品のレンタル・販売に関して、

専門分野である道路標示工事の受注は堅調に推移いたしましたが、安全用品のレンタル・販売分野が前年同期を下

回る結果となり、当事業の売上高は282,720千円（前年同期比0.9％減）となりました。利益面は、販売費及び一般

管理費の削減に努めましたが、売上高の減少を補えず、セグメント利益（営業利益）は20,755千円（前年同期比

8.4％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

 

＜システム事業＞

＜測量計測事業＞

＜ハウス備品事業＞

＜環境安全事業＞
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当第２四半期会計期間末の財政状態につきましては、総資産が4,259,544千円となり、前事業年度末と比較して

273,057千円増加いたしました。 

流動資産は2,183,965千円となり、前事業年度末と比較して244,969千円増加いたしました。主な要因は、受取手

形及び売掛金の増加70,364千円、その他流動資産の増加121,720千円によるものであります。 

固定資産は2,075,579千円となり、前事業年度末と比較して28,088千円増加いたしました。主な要因は、レンタ

ル資産の増加23,999千円によるものであります。 

負債は2,099,344千円となり、前事業年度末と比較して176,404千円増加いたしました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加65,435千円、その他流動負債の増加110,992千円によるものであります。 

純資産は2,160,199千円となり、前事業年度末と比較して96,652千円増加いたしました。主な要因は、四半期純

利益155,275千円を計上した一方で、剰余金の配当53,736千円を行ったことによるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は50.7％となりました。 

  

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979,250千円となり、前事業

年度末と比較して38,689千円増加いたしました。 

営業活動により獲得した資金は257,786千円（前年同期比34.8%増）となりました。これは主に、税引前四半期純

利益256,398千円、資金支出を伴わない費用である減価償却費145,894千円による資金の獲得に対して、法人税等の

支払額114,530千円が充当されたことによるものであります。 

投資活動により使用した資金は36,850千円（前年同期比3.4%増）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出26,457千円、投資有価証券の取得による支出7,535千円によるものであります。 

財務活動により使用した資金は182,246千円（前年同期比43.9%減）となりました。これは、リース債務の返済

128,360千円、配当金の支払53,885千円によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成24年７月31日に公表した通期の業績予想及び平成

24年８月31日に公表した配当予想を変更しております。詳細につきましては、平成24年10月24日公表の「業績予想

及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（２）財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況の分析）

（キャッシュ・フローの状況の分析）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 940,561 979,250

受取手形及び売掛金 849,220 919,585

商品 36,506 42,849

半成工事 1,555 739

原材料及び貯蔵品 9,823 14,216

その他 127,405 249,125

貸倒引当金 △26,077 △21,802

流動資産合計 1,938,995 2,183,965

固定資産

有形固定資産

レンタル資産（純額） 2,118 26,117

建物（純額） 263,437 257,784

土地 777,810 777,810

リース資産（純額） 865,135 879,433

その他（純額） 31,143 26,715

有形固定資産合計 1,939,645 1,967,861

無形固定資産 44,449 42,896

投資その他の資産

投資その他の資産 64,695 66,121

貸倒引当金 △1,300 △1,300

投資その他の資産合計 63,395 64,821

固定資産合計 2,047,491 2,075,579

資産合計 3,986,486 4,259,544

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 532,632 598,068

未払法人税等 118,239 105,493

リース債務 252,834 268,143

その他 266,115 377,108

流動負債合計 1,169,821 1,348,813

固定負債

リース債務 625,362 625,809

その他 127,755 124,721

固定負債合計 753,118 750,530

負債合計 1,922,939 2,099,344

純資産の部

株主資本

資本金 425,996 425,996

資本剰余金 428,829 428,829

利益剰余金 1,296,361 1,397,901

自己株式 △91,383 △91,383

株主資本合計 2,059,803 2,161,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,743 △1,143

評価・換算差額等合計 3,743 △1,143

純資産合計 2,063,547 2,160,199

負債純資産合計 3,986,486 4,259,544
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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 1,841,822 2,082,435

売上原価 1,085,691 1,213,815

売上総利益 756,130 868,619

販売費及び一般管理費 566,441 601,599

営業利益 189,689 267,019

営業外収益

受取利息 37 30

受取配当金 230 240

受取地代家賃 1,080 1,298

受取保険金 6,593 －

その他 785 934

営業外収益合計 8,725 2,502

営業外費用

支払利息 8,765 12,301

その他 1,947 822

営業外費用合計 10,712 13,123

経常利益 187,702 256,398

特別利益

固定資産売却益 1,209 －

特別利益合計 1,209 －

税引前四半期純利益 188,911 256,398

法人税、住民税及び事業税 84,231 101,880

法人税等調整額 △4,274 △757

法人税等合計 79,956 101,123

四半期純利益 108,954 155,275
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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 188,911 256,398

減価償却費 128,345 145,894

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,319 △4,275

受取利息及び受取配当金 △267 △270

支払利息 8,765 12,301

有形固定資産売却損益（△は益） △1,209 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,334 △71,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,793 △9,919

仕入債務の増減額（△は減少） △118,474 65,435

その他 4,521 △9,463

小計 259,039 384,348

利息及び配当金の受取額 267 270

利息の支払額 △8,765 △12,301

法人税等の支払額 △59,271 △114,530

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,270 257,786

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 △13,089 △26,457

無形固定資産の取得による支出 △20,698 △1,877

投資有価証券の取得による支出 △3,920 △7,535

その他 2,077 △979

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,630 △36,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △45,240 －

リース債務の返済による支出 △103,477 △128,360

配当金の支払額 △176,382 △53,885

財務活動によるキャッシュ・フロー △325,100 △182,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,460 38,689

現金及び現金同等物の期首残高 891,909 940,561

現金及び現金同等物の四半期末残高 722,449 979,250
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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