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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 6,569 5.5 1,490 35.6 1,419 60.2 1,020 17.2
24年3月期第2四半期 6,225 4.8 1,099 120.5 885 227.4 871 89.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,057百万円 （4.2％） 24年3月期第2四半期 1,015百万円 （16.3％）

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 15.89 ―
24年3月期第2四半期 13.56 ―

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 24,164 21,564 89.2 335.77
24年3月期 23,408 20,506 87.6 319.30
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  21,564百万円 24年3月期  20,506百万円

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



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料2ページ「2.サマリー情
報（注記事項）に関する事項」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。 

(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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 64,224,800 株 24年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 483 株 24年3月期 483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 64,224,317 株 24年3月期2Q 64,224,317 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の復興需要などによる底堅さも見られるものの、

不安定な海外経済や円高の長期化などから先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供を推進し、より一層の経

費削減に努めた結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、四半期純利益は、株式上場以来の最高益

となり、５四半期連続で過去最高益を更新しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は65億69百万円（前年同期比３億43百万円増）、営業利益は14

億90百万円（前年同期比３億91百万円増）、経常利益は14億19百万円（前年同期比５億33百万円増）、四半期純利

益は10億20百万円（前年同期比１億49百万円増）となりました。 

    

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べ７億56百万円増加しました。主な要因は現金

及び預金が12億30百万円増加したことなどによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて３億１百万円減少しました。未払金等が減少

したことなどによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて10億57百万円増加しました。これは利益剰

余金が10億20百万円増加したことなどによるものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であることから未定とし、四半期業績の迅速な開

示を行ってまいります。    

   

   

（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 

 該当事項はありません。   

    

（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） 

 当社及び国内連結子会社は、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、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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 11,109,809 12,339,906 

受取手形及び売掛金 2,949,611 2,933,014 

商品及び製品 98,518 103,370 

原材料及び貯蔵品 159,396 172,815 

その他 503,491 307,850 

貸倒引当金 △6,797 △5,319 

流動資産合計 14,814,031 15,851,637 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,779,044 3,681,953 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 226,715 188,948 

有形固定資産合計 7,574,838 7,439,979 

無形固定資産   

ソフトウエア 507,068 402,984 

ソフトウエア仮勘定 23,002 － 

その他 1,347 1,132 

無形固定資産合計 531,418 404,117 

投資その他の資産   

投資有価証券 169,814 165,141 

その他 320,187 305,818 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 488,252 469,209 

固定資産合計 8,594,509 8,313,306 

資産合計 23,408,540 24,164,944 

負債の部   

流動負債   

買掛金 300,164 239,273 

未払金 631,464 474,523 

未払法人税等 451,402 437,116 

賞与引当金 386,776 372,466 

その他 930,385 846,139 

流動負債合計 2,700,193 2,369,519 

固定負債   

繰延税金負債 877 339 

退職給付引当金 134,575 169,981 

その他 66,174 60,442 

固定負債合計 201,628 230,763 
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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) 

負債合計 2,901,821 2,600,282 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,293,972 12,293,972 

利益剰余金 △1,852,486 △831,863 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 20,587,448 21,608,071 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,603 620 

為替換算調整勘定 △82,332 △44,030 

その他の包括利益累計額合計 △80,729 △43,409 

純資産合計 20,506,718 21,564,661 

負債純資産合計 23,408,540 24,164,944 
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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 6,225,791 6,569,445 

売上原価 1,783,644 1,829,337 

売上総利益 4,442,146 4,740,107 

販売費及び一般管理費 3,343,126 3,249,786 

営業利益 1,099,020 1,490,321 

営業外収益   

受取利息 3,008 3,049 

受取配当金 270 285 

受取賃貸料 35,995 52,432 

その他 15,460 10,116 

営業外収益合計 54,734 65,884 

営業外費用   

為替差損 228,261 106,646 

その他 39,744 30,431 

営業外費用合計 268,005 137,077 

経常利益 885,749 1,419,128 

特別損失   

投資有価証券評価損 816 437 

特別損失合計 816 437 

税金等調整前四半期純利益 884,932 1,418,690 

法人税、住民税及び事業税 12,027 398,067 

法人税等調整額 1,742 － 

法人税等合計 13,770 398,067 

少数株主損益調整前四半期純利益 871,162 1,020,623 

四半期純利益 871,162 1,020,623 
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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利益 871,162 1,020,623 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 887 △982 

為替換算調整勘定 143,703 38,302 

その他の包括利益合計 144,590 37,319 

四半期包括利益 1,015,752 1,057,942 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,015,752 1,057,942 
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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 884,932 1,418,690 

減価償却費 507,610 446,961 

受取利息及び受取配当金 △3,278 △3,335 

売上債権の増減額（△は増加） △78,594 14,650 

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,659 △18,270 

仕入債務の増減額（△は減少） △57,549 △60,872 

未払金の増減額（△は減少） 54,752 △66,525 

その他 473,502 250,977 

小計 1,808,034 1,982,275 

利息及び配当金の受取額 3,348 3,378 

法人税等の支払額 △16,508 △413,315 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,794,873 1,572,337 

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 △640,000 △640,000 

定期預金の払戻による収入 640,000 640,000 

有形固定資産の取得による支出 △30,936 △36,520 

無形固定資産の取得による支出 △319,528 △180,225 

差入保証金の差入による支出 △1,665 △2,508 

差入保証金の回収による収入 － 4,427 

投資有価証券の売却による収入 － 4,300 

その他 △3,670 △61,114 

投資活動によるキャッシュ・フロー △355,800 △271,640 

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 △35,393 △8,633 

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,393 △8,633 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △85,977 △61,540 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,317,701 1,230,522 

現金及び現金同等物の期首残高 7,415,299 10,459,412 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,733,001 11,689,934 
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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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