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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 754 △15.4 80 △65.6 81 △65.3 45 △73.1

25年3月期第1四半期 891 11.8 234 8.6 236 7.9 168 42.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 45百万円 （△72.8％） 25年3月期第1四半期 168百万円 （42.9％）

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

26年3月期第1四半期 12.47 12.35
25年3月期第1四半期 46.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 6,101 4,905 79.4
25年3月期 6,095 5,103 82.8

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,847百万円 25年3月期  5,047百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 70.00 70.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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  
平成26年３月期の連結業績予想につきましては、年次により業績管理を行っていることから、第２四半期業績予想を記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,500 31.2 1,100 32.4 1,125 34.2 675 20.1



(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 

(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
づく四半期連結財務諸表に対する四半期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、
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。また、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、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）
連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 3,757,000 株 25年3月期 3,757,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 122,570 株 25年3月期 127,070 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,631,501 株 25年3月期1Q 3,627,999 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高是正や株高基調等、新政権の経済政策への期待感から、緩

やかな景気回復の兆しが見られるものの、欧州の金融不安や中国の景気減速等、依然として先行きは不透明な状況と

なっております。 

 情報サービス産業におきましては、企業のＩＴ関連投資意欲に復調の兆しはあるものの、その投資に対する姿勢

は、依然として慎重な状態が続いております。 

 このような状況下で当社グループは、主力の固定資産システムにおいて、既存ユーザー向けのバージョンアップを

提案するとともに、高まる国際会計基準（IFRS）気運を契機とした新規ユーザーを獲得すべく、積極的に営業活動を

行ってまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間においては、足元の受注状況に改善の動きは見られるものの、前期の受注の伸び悩みの

影響を受け、売上高は754百万円（前年同期比15.4％減）となりました。利益面においては、プロジェクト管理の強

化及び開発工程の効率化等により原価が抑えられている一方で、前連結会計年度から引き続き、新ソリューションに

向けた研究開発投資を当初計画通り積極的に実施した結果、営業利益80百万円（同65.6％減）、経常利益81百万円

（同65.3％減）、四半期純利益45百万円（同73.1％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は次の通りであります。 

①パッケージソリューション事業 

 主力の固定資産システムにおいて、既存ユーザーのバージョンアップ及び新規ユーザーの獲得を行ってまいりまし

た。この結果、売上高は684百万円（前年同期比14.7％減）、営業利益は62百万円（同71.6％減）となりました。 

②その他事業 

 その他事業におきましては、既存顧客の追加案件の獲得を行ってまいりました。この結果、売上高は69百万円（前

年同期比22.1％減）、営業利益は17百万円（同33.7％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,603百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円減少いた

しました。これは主に、前連結会計年度末の売掛金が回収されたこと等から、現金及び預金が380百万円増加したも

のの、売掛金が431百万円減少したことによるものであります。固定資産は497百万円となり、前連結会計年度末に比

べ47百万円増加いたしました。 

 この結果、総資産は6,101百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万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982百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円増加いたし

ました。これは主に、買掛金が28百万円、未払法人税等が56百万円減少したものの、パッケージ保守に伴う前受金の

増加等によりその他が298百万円増加したことによるものであります。また、固定負債は213百万円となりました。 

 この結果、負債合計は1,195百万円となり、前連結会計年度末に比べ203百万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、4,905百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円減少

いたしました。 

 この結果、自己資本比率は79.4％（前連結会計年度末は82.8%）となりました。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、引き続き各企業における既存システムの刷新や国際会計基準

（IFRS）適用に向けた動きの活発化等を契機とした受注の拡大を見込んでおります。また、スマートフォンとクラ

ウドコンピューティングを用いた現物管理システムや賃貸借管理システムの新バージョン等、新ソリューションの

リリースも予定しており、今後の受注および売上高に寄与するものと見込んでおります。 

 以上のことから、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました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 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。     

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,456,696 4,836,832

売掛金 965,891 534,711

有価証券 100,000 100,000

仕掛品 45,463 45,812

原材料及び貯蔵品 770 1,504

その他 77,116 84,667

流動資産合計 5,645,939 5,603,529

固定資産   

有形固定資産 31,177 44,474

無形固定資産   

ソフトウエア 147,336 143,679

その他 2,614 2,614

無形固定資産合計 149,950 146,294

投資その他の資産 268,461 306,799

固定資産合計 449,590 497,568

資産合計 6,095,530 6,101,098

負債の部   

流動負債   

買掛金 165,422 137,127

未払法人税等 92,678 35,826

賞与引当金 62,147 47,800

役員賞与引当金 9,000 12,918

受注損失引当金 2,088 319

その他 450,318 748,607

流動負債合計 781,655 982,599

固定負債   

退職給付引当金 100,766 103,552

役員退職慰労引当金 109,600 109,600

固定負債合計 210,367 213,153

負債合計 992,023 1,195,753
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 431,125 431,125

資本剰余金 399,671 403,528

利益剰余金 4,337,611 4,128,813

自己株式 △118,270 △114,080

株主資本合計 5,050,138 4,849,385

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,640 △2,264

その他の包括利益累計額合計 △2,640 △2,264

新株予約権 56,009 58,223

純資産合計 5,103,506 4,905,344

負債純資産合計 6,095,530 6,101,098
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 891,688 754,032

売上原価 348,097 338,357

売上総利益 543,590 415,674

販売費及び一般管理費 309,408 335,200

営業利益 234,182 80,473

営業外収益   

受取利息 1,546 799

その他 320 712

営業外収益合計 1,866 1,512

経常利益 236,049 81,985

特別利益   

新株予約権戻入益 55,037 576

保険解約返戻金 292 392

特別利益合計 55,329 968

特別損失   

固定資産除売却損 1,879 －

特別損失合計 1,879 －

税金等調整前四半期純利益 289,499 82,953

法人税等 121,145 37,656

少数株主損益調整前四半期純利益 168,353 45,296

四半期純利益 168,353 45,296
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,353 45,296

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △134 375

その他の包括利益合計 △134 375

四半期包括利益 168,219 45,671

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,219 45,671
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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 受注及び販売の状況 

 ①受注実績 

  当第１四半期連結累計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

   （注）１．金額は販売価額によっております。 

     ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

     ３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま 

             す。 

         ４．運用管理等には商品受注を含んでおります。 

  

 ②販売実績 

  当第１四半期連結累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。   

  

  （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

      ２．運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

４．補足情報

品目別 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日） 

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  506,332  △4.9  544,564  △26.3

 保守  342,781  8.1  1,103,617  19.2

 受託開発  26,528  △52.5  29,028  △38.7

 運用管理等  56,047  1.0  3,482  317.5

 合計  931,689  △3.0  1,680,691  △1.9

品目別 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年６月30日） 

売上高（千円）  前年同期比（％） 

 パッケージ  447,568  △23.3

 保守  236,626  8.2

 受託開発  17,155  △50.1

 運用管理等  52,682  △4.7

 合計  754,032  △15.4
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