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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） 

 

(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2四半期 6,102 8.7 1,017 10.7 1,176 13.2 702 16.0
24年12月期第2四半期 5,616 6.3 918 67.7 1,039 61.1 605 66.6

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 1,174百万円 （65.4％） 24年12月期第2四半期 710百万円 （137.7％）

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12月期第2四半期 76.47 ―
24年12月期第2四半期 65.95 ―

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 16,923 14,085 82.9 1,527.35
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2四半期  14,024百万円 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、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 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  ：  無  

(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2Q 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2Q 167,613 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2Q 9,182,419 株 24年12月期2Q 9,182,569 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や米国経済の回復を背景に輸出が回復し、大企業・製造

業を中心に景況感が改善しました。又、財政支出の拡大や金融緩和といったアベノミクスの効果が現れ始めてお

り、来春に予定されている消費増税の及ぼす影響が懸念されるものの、景気回復は安定した兆しが見え始めており

ます。 

 当業界におきましても、国内景気の回復期待が強まる中で、先送りしていた設備投資を再開する動きが出ており

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、①プロジェクト管理の徹底（要件定義と基本設計の精度向上、見積積算の精度向上と再見積の実

施、ソフトウェア製品の品質向上）②パッケージ化の促進に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高61億2百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益10億17

百万円（同10.7％増）、経常利益11億76百万円（同13.2％増）、四半期純利益7億2百万円（同16.0％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

業務等であります。当第２四半期連結累計期間においてソフトウェア開発の受注及びシステム運用業務が堅調に推

移したことに加え、収益面でもプロジェクト管理の改善が進展し、売上高は52億65百万円（前年同期比9.0％

増）、営業利益は9億11百万円（同13.1％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、サーバ、パソコン、プリンター、周辺機器等のハードウェアの販売業務でありま

す。当第２四半期連結累計期間において得意先の大量のハードウェア入れ替え需要があり、売上高は6億90百万円

（前年同期比10.4％増）、営業利益は72百万円（同10.2％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でありま

す。当第２四半期連結累計期間において主要な取引先である建設業界の受注環境の回復が遅れており、売上高は1

億47百万円（前年同期比9.3％減）、営業利益は33百万円（同29.6％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は169億23百万円となり、主として投資有価証券の増加により前連

結会計年度末に比べて10億64百万円増加しました。総負債は28億37百万円となり、主として買掛金及び繰延税金負

債の増加により前連結会計年度末に比べて2億97百万円増加しました。純資産は140億85百万円となり、主として利

益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べて7億67百万円増加しました。 

②キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが12億65百万円

の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが9億99百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが4億13百

万円の減少となりました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して1

億46百万円減少し、14億31百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、主として税金等調整前四半期

純利益11億39百万円等によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間は11億48百万円の増加でした。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、主として有形固定資産の取得

による支出2億43百万円及び投資有価証券の取得による支出8億97百万円等によるものです。なお、前年同四半期連

結累計期間は8億97百万円の減少でした。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、主として配当金の支払額4億

13百万円等によるものです。なお、前年同四半期連結累計期間は3億32百万円の減少でした。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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５月７日の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 

 該当事項はありません。 

   

   

（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

株式会社東計電算　（4746）　平成25年12月期　第２四半期決算短信

－3－



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 1,578,286 1,431,407

受取手形及び売掛金 1,348,276 1,268,047

有価証券 514,118 190,955

商品 5,723 5,780

仕掛品 589,994 557,984

関係会社短期貸付金 － 103,000

繰延税金資産 126,547 122,732

その他 59,239 56,265

貸倒引当金 △2,415 △2,078

流動資産合計 4,219,772 3,734,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,587,928 2,528,442

機械装置及び運搬具（純額） 79,629 74,419

土地 4,339,458 4,339,458

その他（純額） 527,915 450,820

有形固定資産合計 7,534,931 7,393,140

無形固定資産   

のれん 3,683 1,983

その他 6,813 6,771

無形固定資産合計 10,496 8,755

投資その他の資産   

投資有価証券 3,999,332 5,720,296

前払年金費用 13,808 6,523

繰延税金資産 13,577 －

その他 66,969 60,834

貸倒引当金 △571 △431

投資その他の資産合計 4,093,116 5,787,222

固定資産合計 11,638,544 13,189,117

資産合計 15,858,317 16,923,211
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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   

買掛金 318,117 435,193

未払法人税等 542,200 429,260

賞与引当金 229,088 239,584

役員賞与引当金 3,810 －

その他 1,414,953 1,446,408

流動負債合計 2,508,169 2,550,446

固定負債   

役員退職慰労引当金 21,830 21,684

繰延税金負債 － 254,975

その他 9,803 10,117

固定負債合計 31,633 286,777

負債合計 2,539,803 2,837,223

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 11,043,053

自己株式 △243,683 △243,762

株主資本合計 13,182,928 13,471,790

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 80,317 552,965

その他の包括利益累計額合計 80,317 552,965

新株予約権 54,885 60,857

少数株主持分 381 373

純資産合計 13,318,514 14,085,987

負債純資産合計 15,858,317 16,923,211
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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：千円）

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 5,616,404 6,102,709

売上原価 3,826,823 4,231,600

売上総利益 1,789,581 1,871,108

販売費及び一般管理費 871,060 853,996

営業利益 918,521 1,017,111

営業外収益   

受取利息 28,630 24,057

受取配当金 61,619 82,857

有価証券売却益 3,480 －

有価証券償還益 － 42,632

デリバティブ評価益 12,015 906

貸倒引当金戻入額 5,526 476

雑収入 11,674 15,768

営業外収益合計 122,945 166,697

営業外費用   

支払利息 4 9

有価証券売却損 1,972 －

有価証券償還損 － 6,584

雑損失 4 304

営業外費用合計 1,980 6,898

経常利益 1,039,486 1,176,911

特別損失   

固定資産除却損 10,210 5,153

投資有価証券評価損 － 32,239

特別損失合計 10,210 37,393

税金等調整前四半期純利益 1,029,275 1,139,518

法人税、住民税及び事業税 403,999 425,857

法人税等調整額 19,709 11,502

法人税等合計 423,708 437,359

少数株主損益調整前四半期純利益 605,566 702,158

少数株主利益 11 6

四半期純利益 605,555 702,151
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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：千円）

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 605,566 702,158

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 104,765 472,647

その他の包括利益合計 104,765 472,647

四半期包括利益 710,332 1,174,806

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 710,320 1,174,799

少数株主に係る四半期包括利益 11 6
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 1,029,275 1,139,518

減価償却費 189,830 244,359

のれん償却額 1,699 1,699

受取利息及び受取配当金 △90,250 △106,914

支払利息 4 9

固定資産除却損 10,210 5,153

投資有価証券評価損益（△は益） － 32,239

デリバティブ評価損益（△は益） △12,015 △906

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,885 △476

売上債権の増減額（△は増加） 112,335 80,229

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,163 31,953

その他の流動資産の増減額（△は増加） 45,641 6,098

仕入債務の増減額（△は減少） 96,820 117,076

その他の流動負債の増減額（△は減少） 131,061 156,577

その他 19,705 △14,900

小計 1,364,270 1,691,717

利息及び配当金の受取額 74,383 97,682

利息の支払額 △4 △9

法人税等の支払額 △290,194 △523,678

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,148,455 1,265,712

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 △517,125 △243,363

投資有価証券の取得による支出 △394,693 △1,015,882

投資有価証券の売却による収入 14,108 2,869

有価証券の償還による収入 － 359,547

貸付けによる支出 － △103,300

貸付金の回収による収入 540 840

投資活動によるキャッシュ・フロー △897,170 △999,288

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） △2,079 －

配当金の支払額 △330,575 △413,210

その他 △141 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,796 △413,304

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,511 △146,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,058,257 1,578,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 976,745 1,431,407
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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） 

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） 

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。 

   

（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

（６）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  4,828,657  625,474  162,272  5,616,404  －  5,616,404

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  －  2,596  2,596 ( ) 2,596  －

計  4,828,657  625,474  164,868  5,619,001 ( ) 2,596  5,616,404

セグメント利益  805,441  66,080  46,999  918,521  －  918,521

  

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  5,265,065  690,537  147,105  6,102,709  －  6,102,709

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,080  －  2,596  3,676 ( ) 3,676  －

計  5,266,145  690,537  149,702  6,106,385 ( ) 3,676  6,102,709

セグメント利益  911,228  72,809  33,073  1,017,111  －  1,017,111
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