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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） 

 

(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 528 △1.7 22 167.0 25 120.7 14 181.8
24年3月期第2四半期 537 7.4 8 ― 11 ― 5 ―

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 4.19 ―
24年3月期第2四半期 1.48 ―

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 1,154 647 56.0
24年3月期 1,121 668 59.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  647百万円 24年3月期  668百万円

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
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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   

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 1,200 14.1 55 97.2 60 75.5 35 116.5 10.00



(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 

（注）「四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４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（１）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 3,500,000 株 24年3月期 3,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 16,921 株 24年3月期 16,761 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 3,483,190 株 24年3月期2Q 3,483,239 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四半期報告書の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
法に基づく四半期報告書の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 
 業績予想につきましては、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、実際の業績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（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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の経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした回復傾向は見られ

るものの、長期化する円高、欧州債務危機問題や中国をはじめとした新興国経済の成長の鈍化による世界経済の減

速などにより、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。  

 当情報サービス業界におきましても、ソフトウェア投資は一部回復傾向にありますが、世界経済の減速懸念の

高まりなどにより、企業の情報化投資を抑制する動きが強まっており、受注環境は依然として厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況下、当社におきましては、新規顧客の開拓による受注及び売上の確保に努めてまいりました

が、コンピュータ機器販売の売上減少により、売上高は、５億28百万円（前年同四半期比98.2％）となりまし

た。損益につきましては、システム開発売上高の増加により、営業利益は22百万円（前年同四半期比267.0％）、

経常利益は25百万円（前年同四半期比220.7％）、四半期純利益は14百万円（前年同四半期比281.8％）となりま

した。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

  (資産)    

 当第２四半期会計期間末における流動資産残高は、売掛金及び仕掛品の増加等により前事業年度末に比べ61百万

円増加し、５億68百万円となりました。     

 当第２四半期会計期間末における固定資産残高は、有形固定資産が増加したものの、投資有価証券の減少等によ

り前事業年度末に比べ28百万円減少し、５億86百万円となりました。  

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ33百万円増加し、11億54百万円となりました。   

(負債)   

 当第２四半期会計期間末における流動負債残高は、１年内返済予定の長期借入金、賞与引当金及び流動負債のそ

の他の増加等により前事業年度末に比べ42百万円増加し、３億26百万円となりました。     

 当第２四半期会計期間末における固定負債残高は、長期借入金の増加等により前事業年度末に比べ11百万円増加

し、１億80百万円となりました。  

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ54百万円増加し、５億７百万円となりました。  

(純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産残高は、その他有価証券評価差額金の減少等により前事業年度末に比べ

20百万円減少し、６億47百万円となりました。 

 なお、自己資本比率は前事業年度末に比べ3.6ポイント減の56.0％となりました。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月11日の決算短信で発表しました、通期の業績予想に変更はございません。 

    

   

（１）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。 

        なお、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 151,580 146,021

受取手形及び売掛金 205,834 244,205

有価証券 40,346 40,168

商品及び製品 － 12,199

仕掛品 23,219 51,022

その他 86,400 75,139

貸倒引当金 △180 －

流動資産合計 507,200 568,756

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 53,921 82,833

土地 165,110 165,110

その他（純額） 30,543 44,533

有形固定資産合計 249,575 292,477

無形固定資産 43,638 34,167

投資その他の資産   

投資有価証券 291,462 229,589

その他 29,490 29,884

投資その他の資産合計 320,953 259,473

固定資産合計 614,167 586,118

資産合計 1,121,367 1,154,875

負債の部   

流動負債   

買掛金 58,343 53,222

1年内返済予定の長期借入金 59,796 74,454

未払法人税等 2,344 6,151

賞与引当金 26,866 35,307

その他の引当金 2,569 －

その他 133,512 157,102

流動負債合計 283,432 326,236

固定負債   

長期借入金 62,466 82,910

長期未払金 73,310 72,580

その他 33,516 25,396

固定負債合計 169,292 180,886

負債合計 452,724 507,123
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 221,240 221,240

資本剰余金 186,906 186,906

利益剰余金 261,775 255,485

自己株式 △2,860 △2,892

株主資本合計 667,060 660,739

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,582 △12,987

評価・換算差額等合計 1,582 △12,987

純資産合計 668,643 647,751

負債純資産合計 1,121,367 1,154,875
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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 537,803 528,337

売上原価 396,986 373,932

売上総利益 140,816 154,405

販売費及び一般管理費 132,256 131,549

営業利益 8,559 22,856

営業外収益   

受取利息 407 319

受取配当金 3,070 3,103

その他 874 907

営業外収益合計 4,353 4,330

営業外費用   

支払利息 1,212 841

保険解約損 － 517

営業外費用合計 1,212 1,358

経常利益 11,700 25,827

特別利益   

投資有価証券売却益 － 329

特別利益合計 － 329

特別損失   

固定資産除却損 104 2,282

減損損失 2,221 －

特別損失合計 2,326 2,282

税引前四半期純利益 9,373 23,875

法人税、住民税及び事業税 413 5,029

法人税等調整額 3,777 4,235

法人税等合計 4,191 9,265

四半期純利益 5,182 14,609
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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 9,373 23,875

減価償却費 18,624 18,105

減損損失 2,221 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 △180

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,473 8,441

その他の引当金の増減額（△は減少） 8,876 △2,569

受取利息及び受取配当金 △3,478 △3,423

支払利息 1,212 841

売上債権の増減額（△は増加） 87,840 △34,885

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,838 △40,002

仕入債務の増減額（△は減少） △44,657 11,153

その他 △4,062 7,128

小計 94,116 △11,515

利息及び配当金の受取額 3,855 3,560

利息の支払額 △1,156 △841

法人税等の支払額 △1,097 △1,148

法人税等の還付額 666 661

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,384 △9,283

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 40,500 －

有形固定資産の取得による支出 △10,929 △26,721

無形固定資産の取得による支出 △27,009 △23,736

投資有価証券の取得による支出 △29,230 △795

投資有価証券の売却による収入 3,179 40,508

その他 562 4,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,927 △6,703

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 －

長期借入れによる収入 － 65,000

長期借入金の返済による支出 △29,898 △29,898

配当金の支払額 △20,813 △20,829

その他 △1,210 △3,843

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,921 10,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,464 △5,558

現金及び現金同等物の期首残高 119,829 91,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 91,365 86,021
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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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