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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 1,376 △0.2 △87 ― △91 ― △83 ―
24年3月期第2四半期 1,379 2.4 △72 ― △59 ― △43 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △85百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △48百万円 （―％）

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 △923.26 ―
24年3月期第2四半期 △480.79 ―

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 1,502 433 25.4
24年3月期 1,524 518 30.4
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 381百万円 24年3月期 464百万円

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 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

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 3,400 14.9 80 ― 60 ― 30 ― 331.76



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 96,070 株 24年3月期 96,070 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 5,644 株 24年3月期 5,644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 90,426 株 24年3月期2Q 90,426 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧・復興需要の本格化等に伴い

内需は堅調に推移しましたが、一方で、財政危機による欧州経済の停滞、米国並びに中国経済の減速

等、世界全体の景気は不透明感が強まりました。今後は更に、世界経済の減速、円高の継続に加え対中

関係悪化による輸出の減少等が国内経済の下方圧力となることが懸念されます。

当社グループの属する情報サービス産業におきましても、景気の先行き不透明感を受け、全般的には

エンドユーザーの情報化投資に対する慎重姿勢に変化は無く、投資の手控え及び外部委託の抑制等は依

然として継続しております。

このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新規マーケッ

トの開拓に努めるとともに、当社グループ保有のソリューション製品群の拡販を図ってまいりました。

また、地方税等滞納整理・収納支援システム「CARATS」に続く自治体向けソリューションとなる小規模

コールセンター業務支援システム「Speedy Call」や、ケーブルテレビ施設管理システムのクラウド化

を実現した「Cadix-MapServer 2012」等の新製品もリリースいたしました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は1,376百万円（前年同四半期比0.2%

減）、連結営業損失は87百万円（前年同四半期は72百万円の損失）、連結経常損失は91百万円（前年同

四半期は59百万円の損失）、連結四半期純損失は83百万円（前年同四半期は43百万円の損失）となりま

した。

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,502百万円となり、前連結会計年度末に比べて21百万円減

少しました。これは、受取手形及び売掛金(純額)が61百万円減少し、流動資産その他が25百万円増加し

たことが主な要因であります。

負債合計は1,069百万円となり、前連結会計年度末に比べて63百万円増加しました。これは長期借入

金が147百万円、１年内返済長期借入金が79百万円、流動負債その他が38百万円それぞれ増加し、短期

借入金が140百万円、社債が24百万円、支払手形及び買掛金が23百万円、未払法人税等が13百万円それ

ぞれ減少したことが主な要因であります。

純資産合計は433百万円となり、前連結会計年度末に比べて85百万円減少しました。これは、当第２

四半期連結累計期間に83百万円の四半期純損失を計上したことが主な要因であります。

平成24年５月11日に公表した連結業績予想から変更しておりません。

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結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。

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第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。

これによる、従来の方法と比べた場合の当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であり

ます。

２．サマリー情報(注記事項)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

（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）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）
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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：千円）

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 442,700 441,502

受取手形及び売掛金（純額） 506,975 445,376

商品及び製品 266 8,425

仕掛品 6,128 14,992

原材料及び貯蔵品 366 326

その他 62,373 88,128

流動資産合計 1,018,810 998,751

固定資産

有形固定資産 27,720 32,039

無形固定資産

のれん 23,838 20,858

その他 125,524 120,391

無形固定資産合計 149,363 141,250

投資その他の資産 327,473 330,122

固定資産合計 504,557 503,411

繰延資産 931 525

資産合計 1,524,300 1,502,688

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 147,194 123,468

短期借入金 383,020 242,500

1年内返済予定の長期借入金 46,902 126,657

未払法人税等 20,598 7,428

その他 226,744 265,047

流動負債合計 824,459 765,100

固定負債

社債 48,000 24,000

長期借入金 111,538 259,074

退職給付引当金 15,833 16,136

その他 6,370 5,341

固定負債合計 181,742 304,552

負債合計 1,006,201 1,069,652
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（単位：千円）

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 958,039 958,039

利益剰余金 △302,766 △386,253

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 463,997 380,510

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60 1,456

その他の包括利益累計額合計 60 1,456

少数株主持分 54,041 51,068

純資産合計 518,098 433,035

負債純資産合計 1,524,300 1,502,688
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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 1,379,793 1,376,667

売上原価 1,066,278 1,052,982

売上総利益 313,514 323,684

販売費及び一般管理費 386,006 410,867

営業損失（△） △72,492 △87,183

営業外収益

受取利息 47 117

受取配当金 565 360

助成金収入 7,577 960

貸倒引当金戻入額 6,680 －

債務免除益 4,083 －

その他 683 1,053

営業外収益合計 19,637 2,491

営業外費用

支払利息 4,822 5,802

その他 1,845 990

営業外費用合計 6,668 6,792

経常損失（△） △59,523 △91,483

税金等調整前四半期純損失（△） △59,523 △91,483

法人税、住民税及び事業税 4,110 4,274

法人税等調整額 △15,753 △9,298

法人税等合計 △11,643 △5,023

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,879 △86,460

少数株主損失（△） △4,404 △2,972

四半期純損失（△） △43,475 △83,487
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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損失（△） △47,879 △86,460

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △584 1,396

その他の包括利益合計 △584 1,396

四半期包括利益 △48,463 △85,063

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △44,059 △82,090

少数株主に係る四半期包括利益 △4,404 △2,972
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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）

該当事項はありません。

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）

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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