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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3月31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12月期第1四半期 3,460 11.9 605 18.0 683 21.9 421 23.4
24年12月期第1四半期 3,091 △1.0 513 2.1 560 4.4 341 8.5

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 996百万円 （52.0％） 24年12月期第1四半期 655百万円 （112.1％）

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12月期第1四半期 45.93 ―
24年12月期第1四半期 37.22 ―

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12月期第1四半期 17,081 13,905 81.1 1,507.98
24年12月期 15,858 13,318 83.6 1,444.41
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  13,846百万円 24年12月期  13,263百万円

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12月期 ― ― ― 45.00 45.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） ― ― 45.00 45.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,975 6.4 893 △2.7 990 △4.7 573 △5.2 62.50
通期 11,654 2.1 1,933 △1.7 2,110 8.9 1,229 5.9 133.89



(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、添付資料の３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２)四半期連結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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当し
ております。詳細は、添付資料３ページ「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 
 上記に記載した予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

※  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12月期1Q 9,350,000 株 24年12月期 9,350,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 167,555 株 24年12月期 167,555 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 9,182,445 株 24年12月期1Q 9,182,597 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、大企業を中心に製造業、非製造業ともに、海外経済の好転や

「アベノミクス」に対する期待から円安・株高が進行したことにより改善しました。  

 当業界におきましても、ユーザー企業において海外経済の回復見通しや円安・株高などを背景に、設備投資マイ

ンドが改善すると予想されます。 

 このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレータとして、多様化するお客様のニーズにフレ

キシブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの３つの重点戦略を掲げ、積

極的に営業展開を進めてまいりました。 

 具体的には、プロジェクト管理の徹底を図るべく、①要件定義と基本設計の精度向上、②見積積算の精度向上と

再見積の実施、③ソフトウェア製品の品質向上に努め、パッケージ化の促進にも取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高34億60百万円（前年同期比11.9％増）、営業利益6億5

百万円（同18.0％増）、経常利益6億83百万円（同21.9％増）、四半期純利益4億21百万円（同23.4％増）となりま

した。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①情報処理・ソフトウェア開発業務 

 情報処理・ソフトウェア開発業務としましては、ソフトウェア業務、システム運用業務、ファシリティサービス

業務等により、売上高は28億65百万円（前年同期比9.5％増）、営業利益は5億27百万円（同17.4％増）となりまし

た。 

②機器販売業務 

 機器販売業務としましては、当社で開発したシステムに必要なハードウェアの販売等により、売上高は5億23百

万円（前年同期比30.6％増）、営業利益は57百万円（同45.3％増）となりました。 

③リース等その他の業務 

 リース等その他の業務としましては、各種事務用機器のリース、ビル・マンションの不動産賃貸の業務により、

売上高は72百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は19百万円（同17.3％減）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は39億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億90百万円減

少いたしました。これは主に現金及び預金が6億29百万円、有価証券が2億94百万円減少したことによるものであり

ます。固定資産は131億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億13百万円増加いたしました。これは主に投

資有価証券が15億96百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、170億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億23百万円増加いたしました。  

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は28億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億35百万円増

加いたしました。これは主に買掛金が3億75百万円、賞与引当金が2億25百万円増加したことによるものでありま

す。固定負債は3億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億1百万円増加いたしました。これは主に繰延税金

負債が3億1百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、31億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億36百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は139億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億86百万円

増加いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金が5億75百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は81.1％（前連結会計年度末は83.6％）となりました。 

   

   

（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、平成25年２月７日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想に変更はありません。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、且つ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

   

   

（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25年１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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,578,286 948,453

受取手形及び売掛金 1,348,276 2,002,316

有価証券 514,118 219,956

商品 5,723 6,054

仕掛品 589,994 442,174

関係会社短期貸付金 － 37,000

繰延税金資産 126,547 187,041

その他 59,239 90,007

貸倒引当金 △2,415 △3,328

流動資産合計 4,219,772 3,929,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,587,928 2,578,009

機械装置及び運搬具（純額） 79,629 75,173

土地 4,339,458 4,339,458

その他（純額） 527,915 480,445

有形固定資産合計 7,534,931 7,473,087

無形固定資産   

のれん 3,683 2,833

その他 6,813 6,792

無形固定資産合計 10,496 9,626

投資その他の資産   

投資有価証券 3,999,332 5,595,742

前払年金費用 13,808 10,298

繰延税金資産 13,577 －

その他 66,969 63,743

貸倒引当金 △571 △431

投資その他の資産合計 4,093,116 5,669,353

固定資産合計 11,638,544 13,152,066

資産合計 15,858,317 17,081,741
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 318,117 693,952

未払法人税等 542,200 324,180

賞与引当金 229,088 454,394

役員賞与引当金 3,810 －

その他 1,414,953 1,371,109

流動負債合計 2,508,169 2,843,636

固定負債   

役員退職慰労引当金 21,830 22,118

繰延税金負債 － 301,029

その他 9,803 9,813

固定負債合計 31,633 332,961

負債合計 2,539,803 3,176,597

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,370,150 1,370,150

資本剰余金 1,302,350 1,302,350

利益剰余金 10,754,111 10,762,637

自己株式 △243,683 △243,683

株主資本合計 13,182,928 13,191,454

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,317 655,445

その他の包括利益累計額合計 80,317 655,445

新株予約権 54,885 57,871

少数株主持分 381 371

純資産合計 13,318,514 13,905,143

負債純資産合計 15,858,317 17,081,741
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 3,091,925 3,460,943

売上原価 2,150,521 2,466,638

売上総利益 941,403 994,304

販売費及び一般管理費 428,223 388,918

営業利益 513,179 605,386

営業外収益   

受取利息 15,442 13,820

受取配当金 14,102 26,381

有価証券売却益 3,480 －

有価証券償還益 － 30,747

デリバティブ評価益 6,990 2,728

貸倒引当金戻入額 4,658 140

雑収入 4,486 10,591

営業外収益合計 49,160 84,408

営業外費用   

支払利息 3 －

有価証券売却損 1,972 －

有価証券償還損 － 6,584

雑損失 4 －

営業外費用合計 1,979 6,584

経常利益 560,360 683,210

特別損失   

固定資産除却損 1,186 2,287

特別損失合計 1,186 2,287

税金等調整前四半期純利益 559,174 680,922

法人税、住民税及び事業税 274,849 323,543

法人税等調整額 △57,491 △64,360

法人税等合計 217,358 259,182

少数株主損益調整前四半期純利益 341,815 421,740

少数株主利益 5 4

四半期純利益 341,810 421,735
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 341,815 421,740

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 314,106 575,128

その他の包括利益合計 314,106 575,128

四半期包括利益 655,922 996,868

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 655,916 996,863

少数株主に係る四半期包括利益 5 4
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年 1月 1日 至平成24年 3月31日） 

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）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年 1月 1日 至平成25年 3月31日） 

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）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

   

（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

（５）セグメント情報等

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  2,616,717  400,624  74,583  3,091,925  －  3,091,925

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  －  1,446  1,446 ( ) 1,446  －

計  2,616,717  400,624  76,030  3,093,371 ( ) 1,446  3,091,925

セグメント利益  449,514  39,827  23,837  513,179  －  513,179

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  2,865,224  523,087  72,632  3,460,943  －  3,460,943

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 540  －  795  1,335 ( ) 1,335  －

計  2,865,764  523,087  73,427  3,462,279 ( ) 1,335  3,460,943

セグメント利益  527,818  57,848  19,719  605,386  －  605,386
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