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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 3,815 5.6 87 ― 93 1,346.9 56 ―
24年3月期第2四半期 3,611 △13.7 △0 ― 6 △95.1 △5 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 62百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △2百万円 （―％）

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 37.86 ―
24年3月期第2四半期 △3.96 ―

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 5,798 2,815 48.6
24年3月期 6,098 2,827 46.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,815百万円 24年3月期  2,827百万円

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 ― 50.00 50.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 60.00 60.00

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 8,608 12.4 397 67.6 397 62.0 240 159.6 162.54



(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Ｐ．４「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「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Ｐ．４「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）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、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は終了していません。 

※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、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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

※  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 1,480,000 株 24年3月期 1,480,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 192 株 24年3月期 192 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 1,479,808 株 24年3月期2Q 1,479,840 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、復興需要等を背景に緩やかに回復しつつありまし

たが、円高圧力の長期化や世界景気の減速等を背景として、景気回復の動きは足踏状態となりました。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、一部に回復傾向がみられるものの、景気回

復の先行きが不透明であることから国内企業のＩＴ投資に対する慎重姿勢が続いており、依然厳しい状

況のまま推移しました。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間は、前期からの案件ずれ込み等があり、売上高は

3,815百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益87百万円（前年同期比88百万円増益）、経常利益93百万

円（同87百万円増益）、四半期純利益56百万円（同61百万円増益）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

①機器等販売 

売上高は前年同期に大型案件等の特需があったため、その反動で788百万円（前年同期比16.2%減

収）となりました。セグメント利益は売上高の減少により75百万円(同24.7%減益)となりました。 

②ソフトウェア開発 

売上高は案件の積上げにより541百万円（前年同期比5.4%増収）となりました。セグメント利益は大

型プロジェクト案件の受注損失引当金計上等により23百万円(同64.9%減益)となりました。 

③システム販売 

生コンクリート業界向け情報システム案件及び画像処理システム案件における前期からのずれ込

み、並びに医療システム等の増加により売上高は1,159百万円（前年同期比44.1%増収）となりまし

た。セグメント利益は112百万円(同157百万円増益)となりました。 

④システム運用・管理等 

前年同期並みに推移し、売上高は1,325百万円（前年同期比2.0%減収）となりました。セグメント利

益は、原価低減効果により320百万円(同9.6%増益)となりました。 

  

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
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.6％減少し、3,272百万円となりました。これは、主に仕掛

品が234百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が601百万円減少したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、2,526百万円となりました。これは、主に無形

固定資産に含まれているソフトウェアが20百万円、無形固定資産に含まれているリース資産が13百万円

増加したことによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.9％減少し、5,798百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.8％減少し、1,979百万円となりました。これは、主に買掛

金が213百万円減少したことによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.8％減少し、1,003百万円となりました。これは、主に長期

借入金が58百万円、固定負債その他に含まれるリース債務が20百万円減少したことによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.8％減少し、2,983百万円となりました。 

（純資産）    

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％減少し、2,815百万円となりました。これは、四半期

純利益が56百万円あったものの、株主配当金の支払が73百万円あったことによります。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、前期案件の今期ずれ込み等により前年同期と比べて増収・増益

となりました。ただし、当連結会計年度（平成25年３月期）の業績見通しにつきましては、景気回復の

先行きが依然として不透明であるため、現時点においては平成24年５月14日に公表した内容に変更はな

く、連結売上高8,608百万円、連結営業利益397百万円、連結経常利益397百万円、連結当期純利益240百

万円を見込んでおります。 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績

は、経済情勢、事業運営における内外の状況変化等により、予想値と異なる場合があります。今後、何

らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

（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。 

  

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。 

  

会計方針の変更 

(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、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。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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）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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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 407,644 427,120

受取手形及び売掛金 1,763,670 1,162,663

リース投資資産 484,283 467,546

商品及び製品 64,472 62,969

仕掛品 590,307 824,559

原材料及び貯蔵品 29,750 36,649

その他 280,489 291,676

貸倒引当金 △520 △430

流動資産合計 3,620,097 3,272,754

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 870,657 871,518

土地 553,902 553,902

その他（純額） 451,656 454,111

有形固定資産合計 1,876,216 1,879,533

無形固定資産 153,197 183,445

投資その他の資産

前払年金費用 202,676 207,981

その他 249,779 258,833

貸倒引当金 △3,506 △3,718

投資その他の資産合計 448,948 463,096

固定資産合計 2,478,362 2,526,074

資産合計 6,098,460 5,798,829

負債の部

流動負債

買掛金 655,748 442,498

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 100,020 108,355

未払費用 217,823 231,874

未払法人税等 66,488 40,227

賞与引当金 240,611 286,792

受注損失引当金 99,806 178,124

アフターコスト引当金 23,945 20,688

その他 639,681 671,298

流動負債合計 2,194,125 1,979,859

固定負債

長期借入金 306,628 248,283

退職給付引当金 368,177 378,115
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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)

その他 402,322 376,978

固定負債合計 1,077,127 1,003,376

負債合計 3,271,253 2,983,236

純資産の部

株主資本

資本金 777,875 777,875

資本剰余金 239,946 239,946

利益剰余金 1,805,853 1,787,891

自己株式 △271 △271

株主資本合計 2,823,403 2,805,441

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,803 10,151

その他の包括利益累計額合計 3,803 10,151

純資産合計 2,827,207 2,815,593

負債純資産合計 6,098,460 5,798,829
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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 3,611,296 3,815,014

売上原価 2,955,736 3,031,152

売上総利益 655,559 783,862

販売費及び一般管理費 656,335 695,887

営業利益又は営業損失（△） △775 87,974

営業外収益

受取利息 110 89

受取配当金 1,945 2,335

受取手数料 1,518 1,567

助成金収入 5,876 7,748

補助金収入 7,838 －

その他 3,880 2,769

営業外収益合計 21,168 14,511

営業外費用

支払利息 6,839 5,339

売上割引 1,117 1,496

シンジケートローン手数料 5,743 1,484

その他 203 273

営業外費用合計 13,903 8,593

経常利益 6,489 93,891

特別利益

投資有価証券売却益 － 14

貸倒引当金戻入額 3,248 －

災害見舞金 3,789 －

特別利益合計 7,037 14

特別損失

固定資産除却損 2,926 255

投資有価証券評価損 764 1,414

減損損失 4,842 －

災害による損失 12,692 －

特別損失合計 21,225 1,669

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（△）

△7,698 92,236

法人税等 △1,837 36,207

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△5,861 56,029

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,861 56,029
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△5,861 56,029

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,812 6,347

その他の包括利益合計 3,812 6,347

四半期包括利益 △2,049 62,376

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,049 62,376

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△7,698 92,236

減価償却費 124,544 150,506

減損損失 4,842 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,552 46,181

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,636 78,318

アフターコスト引当金の増減額（△は減少） △1,661 △3,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,472 9,938

前払年金費用の増減額（△は増加） △3,780 △5,305

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,909 120

受取利息及び受取配当金 △2,055 △2,425

支払利息 6,839 5,339

固定資産除却損 2,926 255

投資有価証券評価損益（△は益） 764 1,414

投資有価証券売却損益（△は益） － △14

売上債権の増減額（△は増加） 55,585 601,007

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,465 △239,647

リース投資資産の増減額（△は増加） 30,024 16,737

その他の資産の増減額（△は増加） △14,512 △21,943

仕入債務の増減額（△は減少） 85,624 △218,600

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,691 △7,838

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,348 8,227

その他の負債の増減額（△は減少） 89,705 66,623

小計 181,146 577,874

利息及び配当金の受取額 2,055 2,425

利息の支払額 △6,953 △5,323

法人税等の支払額 △22,757 △63,448

法人税等の還付額 101,415 5,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,906 516,947

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 △146,148 △69,626

無形固定資産の取得による支出 △26,798 △59,901

投資有価証券の取得による支出 △0 △93

投資有価証券の売却による収入 － 28

敷金及び保証金の差入による支出 △1,585 △5,936

敷金及び保証金の回収による収入 220 1,632

その他 296 △537

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,016 △134,435
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（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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 100,000

短期借入金の返済による支出 － △250,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △46,676 △50,010

リース債務の返済による支出 △77,416 △89,035

自己株式の取得による支出 △92 －

配当金の支払額 △66,594 △73,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,220 △363,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,110 19,476

現金及び現金同等物の期首残高 658,395 407,644

現金及び現金同等物の四半期末残高 748,505 427,120
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 該当事項はありません。 

  

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 

 
（注）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△415,323千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。  

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失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 

 
（注）１ セグメント利益の調整額△443,609千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。  

 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。 

  

 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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高

  外部顧客への売上高 940,733 513,650 804,620 1,352,291 3,611,296 ― 3,611,296

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

455 3,482 819 14,775 19,533 △19,533 ―

計 941,189 517,132 805,439 1,367,067 3,630,829 △19,533 3,611,296

セグメント利益又は損失(△) 99,626 68,118 △45,109 291,912 414,548 △415,323 △775

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム
販売

システム運
用・管理等

計

売上高

  外部顧客への売上高 788,494 541,330 1,159,761 1,325,428 3,815,014 ― 3,815,014

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 7,388 2,598 20,597 30,584 △30,584 ―

計 788,494 548,719 1,162,359 1,346,025 3,845,598 △30,584 3,815,014

セグメント利益 75,055 23,886 112,636 320,006 531,583 △443,609 87,974

（６）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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