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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 2,020 4.5 99 18.0 115 1.2 72 8.4
24年3月期第2四半期 1,932 5.3 84 126.3 113 △13.4 66 △12.7

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 1,814.99 ―
24年3月期第2四半期 1,674.67 ―

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 2,921 1,366 46.8
24年3月期 2,848 1,341 47.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,366百万円 24年3月期  1,341百万円

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 ― 1,200.00 1,200.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 1,200.00 1,200.00

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 4,170 5.5 158 2.5 166 △20.4 93 △7.4 2,354.11



(1) 四半期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．２「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」をご覧ください。 

(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Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事 
項）に関する事項 （２）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 39,753 株 24年3月期 39,753 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 39,753 株 24年3月期2Q 39,753 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きの対象外であり、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に対するレビュー手続きが実施中です。 

※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、当社が現在において入手可能な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。予想に内在する不確定要因や、今後の事業運営における状況の変化等により、実際の業績は
上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了解ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間のわが国経済は、復興需要等により景気は緩やかに回復へと向かっておりましたが、世界

経済の減速等により、持ち直しの動きに停滞感がみられる状況で推移しました。 

当社の経営環境については、依然として業種間及び企業間での格差はみられるものの、顧客企業における開発需

要に衰えはみられず、受注は堅調に推移しております。当第２四半期累計期間で見ますと、自動車関連は引き続き好

調を維持しております。また、当第２四半期においては、半導体デバイス関連や事務機器関連への展開が進みまし

た。 

このような状況の中、組織変更や最新ツールの活用により、情報共有の強化を図り、既存顧客へのより良いサー

ビスの提供、並びに新規顧客開拓の強化に努めました。技術料金につきましては、本年4月に入社した新卒技術者の

業務開始に伴い、若干の低下はみられるものの、概ね第1四半期と同水準で推移しております。稼働時間につきまし

ては、関西地域での夏期電力不足による稼働時間減少の懸念もありましたが、大きな低下は見られず、前年同期を上

回る状況で推移しております。また、当第２四半期累計期間における稼働率は92.2％（稼働率(％)＝稼働技術者数/

技術社員総数＊100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出しております。）となりました。稼働率が上

昇傾向にある中で、積極的な採用活動を継続的に行い、優秀な人材確保に注力し、業績の拡大を図ってまいりまし

た。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,020百万円（前年同期比4.5％増）、売上原価は1,630百万円

（同3.9％増）、販売費及び一般管理費は290百万円（同4.2％増）、営業利益は99百万円（同18.0％増）、経常利益

は115百万円（同1.2％増）、税引前四半期純利益は115百万円（同1.2％増）、四半期純利益は72百万円（同8.4％

増）となりました。 

売上原価は、稼働人員及び技術料金の上昇による売上高の増加により、売上に対する構成比率が80.7％（前年同

期比0.5ポイント減）と減少いたしました。販売費及び一般管理費は、主に人材確保に向け採用費が増加しました

が、売上高の増加がそれを上回り、売上に対する構成比率は前年と同じ14.4％となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円の増加となりまし

た。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。負債は 百万円で、前事業年度末に比べ48百万円

の増加になりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。また、純資産は 百万円となり、

前事業年度末に比べ24百万円の増加となりました。これは、配当金の支払による減少があったものの四半期純利益

がその支払を上回ったことによる利益剰余金の増加によるものであります。なお、自己資本比率は46.8％となりま

した。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

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。）の残高は、税引前四半期純利益

の計上により、前事業年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。なお、前年同四半期累計期間末にお

ける資金の残高は 百万円でありました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは主に、法人税等の支払による減少要因があった

ものの、税引前四半期純利益の計上、売上債権の減少がこれを上回ったことによります。なお、前年同四半期は

百万円の資金を獲得しました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、2百万円となりました。これは有形固定資産、無形固定資産の取得による支出

によるものです。なお、前年同四半期は2百万円の資金を使用しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、 百万円となりました。これは配当金の支払による減少要因があったものの、

短期借入金の純増額がこれを上回ったことによります。なお、前年同四半期は 百万円の資金を獲得しました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の経済状況につきましては、顧客企業からの受注は堅調に推移しておりますが、外部環境の変化などを注視

していく必要があります。 

このような状況のなか、第２四半期累計期間につきましては、業績予想を修正いたしましたが（平成24年10月30

日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。）、通期の業績見通しにつきましては、平成24年5月

10日付「平成24年3月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。今後、業績予想

に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

（２）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。 

この、減価償却方法の変更による損益の影響額は、軽微であります。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（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 704,600 803,675

受取手形及び売掛金 562,039 540,699

仕掛品 657 1,827

貯蔵品 58 50

前払費用 23,132 26,228

繰延税金資産 82,652 82,652

その他 9,129 9,742

流動資産合計 1,382,269 1,464,877

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 381,511 373,918

構築物（純額） 2,531 2,325

車両運搬具（純額） 575 431

工具、器具及び備品（純額） 3,347 3,379

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,355,975 1,348,064

無形固定資産   

ソフトウエア 2,713 1,807

施設利用権 1,819 1,802

無形固定資産合計 4,533 3,609

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 878 1,022

繰延税金資産 62,703 62,703

会員権 1,900 1,900

差入保証金 34,976 33,674

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 105,658 104,499

固定資産合計 1,466,166 1,456,174

資産合計 2,848,436 2,921,052
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 － 53

短期借入金 550,000 650,000

未払金 63,558 63,120

未払費用 291,386 289,353

未払法人税等 93,342 44,722

未払消費税等 36,440 31,887

預り金 27,647 18,549

賞与引当金 177,031 175,774

その他 1,120 1,542

流動負債合計 1,240,526 1,275,003

固定負債   

退職給付引当金 178,676 187,806

役員退職慰労引当金 87,356 91,918

固定負債合計 266,033 279,724

負債合計 1,506,560 1,554,728

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 626,825 651,273

株主資本合計 1,341,875 1,366,323

純資産合計 1,341,875 1,366,323

負債純資産合計 2,848,436 2,921,052
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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 1,932,678 2,020,322

売上原価 1,569,801 1,630,678

売上総利益 362,877 389,643

販売費及び一般管理費   

役員報酬 35,481 37,843

給料及び賞与 121,258 119,146

賞与引当金繰入額 13,440 14,674

退職給付引当金繰入額 659 920

役員退職慰労引当金繰入額 4,687 5,008

法定福利費 19,731 20,257

採用費 5,152 9,085

旅費及び交通費 6,062 8,064

支払手数料 21,670 22,392

地代家賃 20,635 20,549

減価償却費 2,779 2,494

その他 27,156 29,856

販売費及び一般管理費合計 278,716 290,294

営業利益 84,160 99,349

営業外収益   

受取利息 60 64

受取配当金 50 50

受取手数料 849 874

助成金収入 31,119 16,066

その他 1,902 1,883

営業外収益合計 33,982 18,939

営業外費用   

支払利息 4,469 3,196

その他 0 26

営業外費用合計 4,469 3,223

経常利益 113,674 115,065

税引前四半期純利益 113,674 115,065

法人税等 47,100 42,914

四半期純利益 66,573 72,151
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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 113,674 115,065

減価償却費 11,042 9,996

長期前払費用償却額 166 165

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,285 △1,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,043 9,129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,687 4,561

受取利息及び受取配当金 △110 △114

支払利息 4,469 3,196

売上債権の増減額（△は増加） 17,076 21,339

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,331 △1,161

前払費用の増減額（△は増加） △6,103 △2,986

差入保証金の増減額（△は増加） 1,503 1,057

その他の資産の増減額（△は増加） 2,090 △678

仕入債務の増減額（△は減少） 38 53

未払費用の増減額（△は減少） 4,094 △2,032

預り金の増減額（△は減少） △5,628 △9,098

その他の負債の増減額（△は減少） △25,271 △3,464

小計 128,819 143,772

利息及び配当金の受取額 110 114

利息の支払額 △4,491 △3,306

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △24,478 △91,863

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,959 48,718

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 △1,503 △1,190

無形固定資産の取得による支出 △688 △1,171

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,191 △2,361

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 160,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △119,520 －

配当金の支払額 △39,470 △47,281

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,009 52,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,778 99,075

現金及び現金同等物の期首残高 628,320 704,600

現金及び現金同等物の四半期末残高 727,098 803,675
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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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