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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年６月30日）

（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２四半期 20,585 6.0 1,347 △1.4 1,453 0.4 780 332.6
24年12月期第２四半期 19,428 4.5 1,365 20.4 1,448 16.0 180 －

(注) 包括利益 25年12月期第２四半期 1,616百万円( 368.1％) 24年12月期第２四半期 345百万円( －％)

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12月期第２四半期 39.19 －
24年12月期第２四半期 9.04 －

（２）連結財政状態

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２四半期 33,516 21,484 62.8 1,056.81
24年12月期 32,233 20,200 61.3 993.35

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 21,038百万円 24年12月期 19,775百万円

２．配当の状況

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 － 16.00 － 16.00 32.00

25年12月期 － 16.00

25年12月期(予想) － 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 40,000 1.2 2,800 3.9 2,900 0.4 1,500 25.6 75.35

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

     

     

     

     

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期２Ｑ 21,541,400株 24年12月期 21,541,400株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 1,634,020株 24年12月期 1,634,020株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 19,907,380株 24年12月期２Ｑ 19,944,963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。上記予想に関する事項については添付資料をご参照くだ
さい。
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＜概況＞ 

当第２四半期連結累計期間(平成25年１月１日～平成25年６月30日、以下「当第２四半期」)における

わが国の経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景とした円安・株高傾向を受けて、景気改

善の動きが見られる状況で推移しました。 

 国内ITサービス市場は、顧客の低価格志向や海外シフトといった構造的要因に変化はないものの、前

年比では若干のプラス基調で推移しています。また、医薬品開発支援分野では、製薬会社からの堅調な

需要を背景に市場は拡大を続けています。 

 このような状況下で、当社グループは、お客様のIT投資動向への機動的な対応と医薬品開発支援サー

ビスの強化・拡大に努めるとともに、新領域サービスの育成にも注力しました。 

 その結果、当第２四半期の業績は、次のとおりとなりました。 

 売上高は前年同期比6.0％増加の205億85百万円となり、営業利益は前年同期比1.4％減少の13億47百

万円、経常利益は前年同期比0.4％増加の14億53百万円、四半期純利益は前年同期比332.6％増加の7億

80百万円となりました。 

  

＜受注状況＞  

当第２四半期の受注高は、前年同期比0.2％減少の200億74百万円となりました。 

  

＜セグメント別の概況＞ 

金融分野は増加したものの、信託、医薬、食品分野が減少したことにより、システム構築サービスの

当第２四半期の売上高は、前年同期比7.6％減少の70億39百万円となりました。 

サービス分野の顧客向けにハードウェア売上を伴う案件のあったことが寄与し、システム運用管理サ

ービスの当第２四半期の売上高は、前年同期比10.0％増加の83億49百万円となりました。 

医薬品開発支援サービスが引き続き堅調に推移したため、BPO/BTOサービスの当第２四半期の売上高

は、前年同期比23.2％増加の51億95百万円となりました。  

※ BPO：Business Process Outsourcing  

※ BTO：Business Transformation Outsourcing  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて12億82百万円増加の335億16百

万円となり、負債は、前連結会計年度末とほぼ同水準の120億32百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が６億65百万円、利益剰余金が４億61百万円増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べて12億83百万円増加し、214億84百万円となりました。 

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

①システム構築サービス

②システム運用管理サービス

③BPO/BTOサービス

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年２月14日に公表した連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

減価償却方法の変更  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,245 9,305

受取手形及び売掛金 6,587 5,902

有価証券 2,308 3,607

商品 － 1

仕掛品 796 766

貯蔵品 24 20

繰延税金資産 633 417

その他 634 777

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 20,221 20,792

固定資産   

有形固定資産 931 1,119

無形固定資産   

のれん 2,154 2,069

その他 976 909

無形固定資産合計 3,131 2,979

投資その他の資産   

投資有価証券 5,631 6,664

繰延税金資産 1,499 1,142

その他 856 854

貸倒引当金 △38 △37

投資その他の資産合計 7,949 8,624

固定資産合計 12,012 12,723

資産合計 32,233 33,516
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,232 2,129

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 591 491

賞与引当金 309 263

受注損失引当金 106 181

その他 2,644 2,907

流動負債合計 6,184 6,273

固定負債   

社債 900 750

退職給付引当金 4,546 4,524

その他 401 484

固定負債合計 5,848 5,758

負債合計 12,032 12,032

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 13,360 13,822

自己株式 △1,637 △1,637

株主資本合計 19,394 19,856

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 653 1,319

為替換算調整勘定 △273 △137

その他の包括利益累計額合計 380 1,181

少数株主持分 425 445

純資産合計 20,200 21,484

負債純資産合計 32,233 33,516
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 19,428 20,585

売上原価 15,239 16,362

売上総利益 4,188 4,222

販売費及び一般管理費 2,822 2,875

営業利益 1,365 1,347

営業外収益   

受取利息 3 6

受取配当金 87 95

持分法による投資利益 － 0

投資事業組合運用益 22 11

その他 27 38

営業外収益合計 140 154

営業外費用   

支払利息 10 11

持分法による投資損失 31 －

その他 16 36

営業外費用合計 58 47

経常利益 1,448 1,453

特別利益   

持分変動利益 26 －

その他 0 －

特別利益合計 27 －

特別損失   

特定プロジェクト対策損失 913 －

投資有価証券評価損 20 －

その他 12 －

特別損失合計 947 －

税金等調整前四半期純利益 528 1,453

法人税、住民税及び事業税 302 501

法人税等調整額 7 146

法人税等合計 310 647

少数株主損益調整前四半期純利益 218 806

少数株主利益 38 26

四半期純利益 180 780
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 218 806

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 112 665

為替換算調整勘定 13 144

その他の包括利益合計 126 810

四半期包括利益 345 1,616

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 306 1,581

少数株主に係る四半期包括利益 38 34
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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 528 1,453

減価償却費 291 336

のれん償却額 84 84

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △45

売上債権の増減額（△は増加） 1,363 819

たな卸資産の増減額（△は増加） △138 31

仕入債務の増減額（△は減少） △216 △116

その他 △156 △17

小計 1,756 2,547

利息及び配当金の受取額 103 103

利息の支払額 △10 △11

法人税等の支払額 △245 △708

法人税等の還付額 322 33

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,927 1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △2,201

有価証券の償還による収入 － 1,100

有形固定資産の取得による支出 △62 △39

無形固定資産の取得による支出 △42 △117

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 52 2

差入保証金の差入による支出 △26 △0

差入保証金の回収による収入 57 1

その他 25 11

投資活動によるキャッシュ・フロー 3 △1,244

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △150 △150

リース債務の返済による支出 △75 △104

少数株主からの払込みによる収入 30 －

自己株式の取得による支出 △163 －

配当金の支払額 △322 △318

少数株主への配当金の支払額 △12 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △693 △587

現金及び現金同等物に係る換算差額 14 125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,251 257

現金及び現金同等物の期首残高 7,594 10,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,846 11,200

株式会社シーエーシー(4725） 平成25年12月期　第２四半期決算短信

8



  

該当事項はありません。 

  

① 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、業務執

行の意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。 

当社は、サービス別の事業単位から構成されており、「システム構築サービス」「システム運用

管理サービス」及び「BPO/BTOサービス」の３つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントの内容は、以下のとおりであります。 

 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

・システム構築サービス システムコンサルティング、システム開発、システム保守、 

インフラ構築、パッケージインテグレーション

・システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、

データセンター、ヘルプデスク/コールセンター

・BPO/BTOサービス ビジネスプロセス・アウトソーシング、 

ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング
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② 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  

前第２四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30日) 

 
(注)  セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30日) 

 
(注)  セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
システム構築 
サービス

システム運用管理 
サービス

BPO/BTO 
サービス

売上高

  外部顧客への売上高 7,618 7,592 4,217 19,428

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 7,618 7,592 4,217 19,428

セグメント利益 628 236 501 1,365

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
システム構築 
サービス

システム運用管理 
サービス

BPO/BTO 
サービス

売上高

  外部顧客への売上高 7,039 8,349 5,195 20,585

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 7,039 8,349 5,195 20,585

セグメント利益 228 345 773 1,347

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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（単位：百万円） 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（単位：百万円） 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（単位：百万円） 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

（１）サービス別連結受注状況

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年６月30日)

受注高増減

受注高 受注残 受注高 受注残 金額 増減率(％)

システム構築サービス 7,868 3,094 6,692 1,969 △1,176 △15.0

システム運用管理サービス 8,571 6,988 8,514 6,395 △56 △0.7

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 3,670 4,913 4,868 5,841 1,197 32.6

合計 20,110 14,996 20,074 14,206 △35 △0.2

（２）サービス別連結売上高

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年６月30日)

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

システム構築サービス 7,618 39.2 7,039 34.2 △579 △7.6

システム運用管理サービス 7,592 39.1 8,349 40.6 757 10.0

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 4,217 21.7 5,195 25.2 978 23.2

合計 19,428 100.0 20,585 100.0 1,156 6.0

（３）業種別連結売上高

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日
至  平成25年６月30日)

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

金融 1,929 9.9 2,436 11.8 507 26.3

信託 2,510 12.9 2,001 9.7 △509 △20.3

医薬 6,711 34.6 7,540 36.6 829 12.4

食品 2,090 10.8 2,037 9.9 △52 △2.5

製造 1,326 6.8 1,113 5.4 △213 △16.1

サービス他 4,860 25.0 5,454 26.6 594 12.2

合計 19,428 100.0 20,585 100.0 1,156 6.0
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