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（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３四半期 9,281 7.4 382 21.2 394 6.5 253 44.5

24年３月期第３四半期 8,643 △7.5 315 △51.8 370 △43.2 175 △55.2

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３四半期 43.63 43.61

24年３月期第３四半期 30.29 －

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益を算定しております。

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３四半期 15,196 8,308 54.7 1,424.48

24年３月期 14,020 8,198 58.5 1,416.60

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 8,308百万円 24年３月期 8,198百万円

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており
ます。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。

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 － 60.00 － 62.00 122.00

25年３月期 － 33.00 －

25年３月期（予想） 17.00 －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（注）平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており

ます。

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）

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 14,600 5.8 1,500 4.6 1,506 0.9 932 11.2 160.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

（注）平成24年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、平成25年３月期の

業績予想における通期の１株当たり当期純利益は、株式分割後の株式数を前提に算定しております。



※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ３．「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 5,832,800株 24年３月期 5,787,200株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ －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３Ｑ 5,806,435株 24年３月期３Ｑ 5,787,200株

（注）当社は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分

割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定

しております。

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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。

（その他特記事項）

当社は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付で、それぞれ普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行

っております。１株当たり情報の各金額は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付の株式分割が前事業年度の

期首に行われたと仮定して算出しております。そのため、平成25年３月期（予想）の期末配当金及び１株当たり当期

純利益については、平成24年10月１日付の株式分割後の株式数を基に算定しております。また、平成24年３月期配当

金は、平成24年４月１日付及び平成24年10月１日付の株式分割前の実績を記載し、平成25年３月期の第２四半期末配

当金は、平成24年10月１日付の株式分割前の実績を記載しております。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、復興関連需要などによる国内需要の回復や設備投資に持ち直し

の動きが見られたものの、欧州政府の債務危機や中国経済の成長鈍化等による世界景気の減速などにより弱含み

の状況で推移しました。

当社が属する情報サービス業界におきましても、情報化投資に持ち直しの動きが見られたものの、依然として

厳しい状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、引き続き新規顧客の開拓並びに市区町村向けのシステムリプレイス、住民

基本台帳法改正対応、リース業向け新リーストータルシステム及び医療機関向けの電子カルテシステムや医事会

計システムなどのシステム販売の受注活動に注力しました。

当第３四半期累計期間においては、公共分野での前年同期を上回る売上、利益の確保により、前年同期に比べ

増収増益となりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は9,281百万円（前年同期比7.4％増）、経常利益は394百万円（前

年同期比6.5％増）及び四半期純利益は253百万円（前年同期比44.5％増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜公共分野＞

定例業務である固定資産税・法人税・住民税等の受託計算処理及び総合行政情報システム（Reams.NET）等のシ

ステムの使用料・保守料収入のほか、新規導入に向けた総合行政情報システム開発、住民基本台帳法改正や子ど

も手当などの制度改正対応、市区町村向け基幹系・情報系システムのリプレイス導入、衆議院議員選挙対応等を

行いました。

当第３四半期累計期間におきましては、首都圏の市役所への総合行政情報システムの新規導入、市区町村向け

基幹系・情報系システムのリプレイス導入及び衆議院議員選挙対応などにより、前年同期に比べ増収増益となり

ました。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は6,543百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は467百万円（前年

同期比72.0％増）となりました。

＜産業分野＞

定例業務である給与計算、口座振替等の受託計算処理及びインターネット接続サービスのほか、リース業向け

新リーストータルシステム開発及び医療機関向け介護システム・機器販売等を行いました。

当第３四半期累計期間におきましては、医療機関向けのシステム機器販売等が増加したものの、第１四半期に

発生した当初の予定原価を超過するシステム開発案件が影響し、前年同期に比べ増収減益となりました。なお、

予定原価超過案件につきましては、第３四半期中に開発が完了しており、今後の業績に影響を与える可能性はあ

りません。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,737百万円（前年同期比3.7％増）、営業損失は84百万円（前年

同期は44百万円の営業利益）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して1,175百万円増加し、15,196百万円となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金が2,304百万円、繰延税金資産が157百万円減少したものの、現金及び預

金が1,824百万円、商品が553百万円及び有形固定資産が1,060百万円増加したことによるものです。

負債は前事業年度末と比較して1,064百万円増加し、6,887百万円となりました。これは主に未払法人税等が314

百万円、賞与引当金が324百万円減少したものの、短期借入金が1,171百万円、前受金が377百万円及び長期借入金

が399百万円増加したことによるものです。

また、純資産は前事業年度末と比較して110百万円増加し、8,308百万円となりました。これは主に期末・中間

配当により185百万円減少したものの、四半期純利益により253百万円増加したことによるものです。

なお、自己資本比率は、54.7％（前事業年度末58.5％）となりました。

（３）業績予想に関する定性的情報

当第３四半期累計期間の業績は、売上につきましては、順調に推移しておりますが、利益につきましては、第

１四半期の業績の影響により当初予定を下回っております。しかしながら、受注は予定通り推移しており、第４

四半期の業績につきましては、例年通り３月に他の月より多くの売上および利益が計上される予定であり、平成

25年３月期の通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日公表の業績予想を変更いたしません。

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

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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日以降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。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれ

ぞれ２百万円増加しております。

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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 797,490 2,622,173

受取手形及び売掛金 5,480,665 3,176,076

商品 102,717 656,457

仕掛品 249,819 331,082

原材料及び貯蔵品 22,902 23,341

その他 1,144,035 1,241,842

貸倒引当金 △4,973 △663

流動資産合計 7,792,657 8,050,309

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,579,238 1,483,319

土地 1,731,590 1,731,590

建設仮勘定 1,329,217 2,509,849

その他（純額） 317,572 293,639

有形固定資産合計 4,957,618 6,018,399

無形固定資産 405,087 302,389

投資その他の資産

その他 876,029 837,089

貸倒引当金 △10,425 △11,687

投資その他の資産合計 865,603 825,402

固定資産合計 6,228,309 7,146,190

資産合計 14,020,966 15,196,499
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,183,059 971,150

短期借入金 1,222,000 2,393,000

1年内返済予定の長期借入金 － 100,080

未払法人税等 314,819 －

賞与引当金 655,404 330,693

製品保証引当金 2,482 2,405

その他 1,023,016 1,257,588

流動負債合計 4,400,782 5,054,918

固定負債

長期借入金 － 399,920

退職給付引当金 1,029,002 1,061,673

資産除去債務 25,014 25,105

その他 368,045 346,149

固定負債合計 1,422,062 1,832,848

負債合計 5,822,844 6,887,766

純資産の部

株主資本

資本金 1,373,607 1,393,557

資本剰余金 1,023,050 1,043,000

利益剰余金 5,805,865 5,873,268

株主資本合計 8,202,523 8,309,826

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,401 △1,093

評価・換算差額等合計 △4,401 △1,093

純資産合計 8,198,121 8,308,733

負債純資産合計 14,020,966 15,196,499
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 8,643,775 9,281,097

売上原価 5,991,872 6,537,381

売上総利益 2,651,902 2,743,716

販売費及び一般管理費

給料及び手当 916,388 858,735

賞与引当金繰入額 94,949 66,139

貸倒引当金繰入額 △137 △895

その他 1,325,026 1,437,176

販売費及び一般管理費合計 2,336,227 2,361,156

営業利益 315,675 382,559

営業外収益

受取利息 790 423

受取配当金 8,769 7,676

為替差益 372 5,632

受取保険料 47,337 －

受取報奨金 － 2,000

その他 3,086 2,998

営業外収益合計 60,355 18,731

営業外費用

支払利息 4,139 6,222

保険解約損 1,057 －

その他 － 100

営業外費用合計 5,196 6,322

経常利益 370,834 394,968

特別利益

固定資産売却益 － 1,255

投資有価証券清算益 － 3,326

負ののれん発生益 － 1,205

関係会社清算益 － 10,914

特別利益合計 － 16,701

特別損失

投資有価証券売却損 504 5,238

特別損失合計 504 5,238

税引前四半期純利益 370,330 406,430

法人税、住民税及び事業税 8,313 9,405

法人税等調整額 186,701 143,679

法人税等合計 195,014 153,085

四半期純利益 175,315 253,345
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該当事項はありません。

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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