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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 1,720 13.2 △98 ― △86 ― △58 ―
25年3月期第1四半期 1,519 2.6 △2 ― 1 ― △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

26年3月期第1四半期 △6.77 ―
25年3月期第1四半期 △0.26 ―

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 3,613 1,658 45.9
25年3月期 3,754 1,802 48.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,658百万円 25年3月期  1,802百万円

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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   

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) 3,700 4.9 110 △24.5 110 △26.7 60 △22.8 6.96
通期 8,100 4.3 370 20.1 370 17.4 200 8.6 23.21
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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  ：  無  

(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） 

※  注記事項

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 9,210,960 株 25年3月期 9,210,960 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 593,494 株 25年3月期 592,862 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 8,617,862 株 25年3月期1Q 8,859,127 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第１四半期累計期間における我が国経済は、新政権による経済政策に対する期待感を背景に企業の

業況判断の回復や個人消費の底堅い動きにより景気が持ち直している状況となりました。 

情報サービス業界においては、情報化投資の重要性は高まっているものの、投資費用の抑制傾向によ

り厳しい競争が続いております。 

このような状況の中、当社は、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのき

め細かい提案活動を展開した結果、官公庁及び金融系の銀行、保険が牽引したことにより、売上高は

1,720百万円（前年同期比13.2％増）と増加したものの、受注損失引当金の計上の影響により営業損失

98百万円（前年同期は営業損失2百万円）、経常損失86百万円（前年同期は経常利益1百万円）、四半期

純損失58百万円（前年同期は四半期純損失2百万円）となりました。  

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前事業年度末に比べ141百万円減少し、

3,613百万円となりました。 

また、当第１四半期会計期間末の純資産は、利益剰余金の減少等により前事業年度末に比べ144百万

円減少し、1,658百万円となりました。 

 以上の結果、当第１四半期会計期間末の自己資本比率は前事業年度末に比べ2.1ポイント減少し、

45.9％となりました。  

  

平成26年３月期の第２四半期累計期間並びに通期の業績予想につきましては、平成25年５月９日付

「平成25年３月期決算短信」で開示いたしました業績予想を変更しておりません。  

今後、業績予想に変更等が生じる場合は、速やかに開示いたします。  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 424,122 644,354

受取手形及び売掛金 2,196,059 1,443,255

仕掛品 400,964 712,551

繰延税金資産 111,850 144,509

その他 57,394 46,827

貸倒引当金 △1,950 △1,220

流動資産合計 3,188,441 2,990,278

固定資産

有形固定資産

建物 183,418 183,518

減価償却累計額 △131,265 △133,125

建物（純額） 52,152 50,393

構築物 7,457 7,457

減価償却累計額 △6,547 △6,582

構築物（純額） 909 875

車両運搬具 8,265 8,265

減価償却累計額 △7,285 △7,410

車両運搬具（純額） 979 854

工具、器具及び備品 102,139 95,372

減価償却累計額 △84,069 △77,515

工具、器具及び備品（純額） 18,069 17,856

土地 32,998 32,998

有形固定資産合計 105,110 102,977

無形固定資産

ソフトウエア 25,987 63,708

その他 2,791 2,791

無形固定資産合計 28,779 66,500

投資その他の資産

投資有価証券 130,617 156,143

出資金 10 10

会員権 8,619 8,619

敷金及び保証金 124,360 124,361

役員に対する保険積立金 16,622 16,906

繰延税金資産 151,526 147,225

投資その他の資産合計 431,756 453,265

固定資産合計 565,645 622,744

資産合計 3,754,087 3,613,023
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 482,078 365,110

短期借入金 420,000 520,000

未払法人税等 66,717 3,265

賞与引当金 182,224 106,338

受注損失引当金 38,800 134,653

その他 309,753 349,330

流動負債合計 1,499,572 1,478,698

固定負債

退職給付引当金 397,711 397,281

資産除去債務 32,948 32,948

長期未払金 21,000 46,041

固定負債合計 451,660 476,271

負債合計 1,951,233 1,954,970

純資産の部

株主資本

資本金 459,237 459,237

資本剰余金 61,191 61,191

利益剰余金 1,410,978 1,266,438

自己株式 △137,036 △137,213

株主資本合計 1,794,369 1,649,652

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,484 8,399

評価・換算差額等合計 8,484 8,399

純資産合計 1,802,853 1,658,052

負債純資産合計 3,754,087 3,613,023
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 1,519,865 1,720,743

売上原価 1,268,911 1,545,995

売上総利益 250,954 174,747

販売費及び一般管理費 253,141 273,123

営業損失（△） △2,186 △98,375

営業外収益

受取配当金 2,417 2,435

助成金収入 － 8,435

貸倒引当金戻入額 1,020 730

その他 853 804

営業外収益合計 4,291 12,405

営業外費用

支払利息 657 774

営業外費用合計 657 774

経常利益又は経常損失（△） 1,446 △86,744

特別損失

有価証券評価損 － 11

特別損失合計 － 11

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,446 △86,755

法人税、住民税及び事業税 410 416

法人税等調整額 3,382 △28,813

法人税等合計 3,793 △28,396

四半期純損失（△） △2,346 △58,358
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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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