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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

(注)当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。１株当たり四半期純利益につきましては、前事業年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して算出した金額を記載しております。 

(2) 財政状態 

(注)当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。１株当たり純資産につきましては、前事業年度の期首に当該株
式分割が行われたと仮定して算出した金額を記載しております。  

(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2四半期 6,798 1.0 526 13.7 532 13.4 329 17.6
25年3月期第2四半期 6,728 14.8 463 30.7 469 30.2 279 20.9

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2四半期 48.00 ―
25年3月期第2四半期 40.81 ―

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

26年3月期第2四半期 11,551 9,628 83.4 1,403.77
25年3月期 11,424 9,418 82.4 1,373.18
（参考） 自己資本  26年3月期第2四半期  9,628百万円 25年3月期  9,418百万円

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  
当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。平成26年３月期(予想)の期末の１株当たり配当金につきましては、
株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の年間配当額は、3,000円00銭(第2四半期末：1,500円00銭 期末：1,500円
00銭)となります。 

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 ― 1,250.00 ― 1,750.00 3,000.00
26年3月期 ― 1,500.00
26年3月期（予想） ― 15.00 ―

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、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  
当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。１株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割を考慮した金
額を記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の１株当たり当期純利益は、9,622円25銭となります。 

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 13,700 1.3 1,100 7.7 1,100 6.3 660 5.9 96.22



(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)当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
発行済株式数（普通株式）を記載しております。 

※  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2Q 6,859,100 株 25年3月期 6,859,100 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,859,100 株 25年3月期2Q 6,859,100 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、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 
１．業績予想について 
 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、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因に
よって予想値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)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。 
 
２．株式分割について 
 当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しております。これに伴う平成26年３月期の配当予想及び業績予想につきまして
は、該当項目をご覧ください。 
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当第２四半期におけるわが国経済は、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、輸出関連企業を中心とした業績の好転や、個人消費の持ち直しにより、景気は緩やかに

回復してきております。設備投資や雇用情勢にも改善がみられ、景気の本格的な回復に向けて期待感が

高まっている一方で、海外では、米国の量的緩和の縮小・解除観測、中国をはじめとした新興国の景気

減速懸念、回復が遅れている欧州経済など、国内景気にとって下振れとなる要因を依然としてかかえて

いるのが現状です。 

当業界においては、システム構築の際のクラウド利用やコスト削減を目的とした仮想化に取り組む企

業が増えており、また、ＰＣを凌駕する勢いで普及するスマートデバイスや日々生み出されるビッグデ

ータの活用が企業の競争力に大きな作用をもたらすなど、企業を取り巻くＩＴの環境は以前にも増して

変化しております。 

このような環境のもと、当社は、金融分野を主とする旺盛なシステム開発需要をとらえ、受注の最大

化を図り、収益機会を確実なものとするため、営業チャネルとの連携を強化してまいりました。また、

直接取引の顧客については、製販一体となって、ニーズを的確に把握し案件立ち上げをスムーズに実現

する体制を構築しております。業績については、金融機関における統合案件が息の長いテーマとして継

続しており、システム刷新などとあわせて堅調さを維持しております。また、金融以外の分野において

も業績回復の基調から大型案件の立ち上げが本格化するなど、底堅く推移しております。受注の好転を

受けて、要員の配置も柔軟かつ大胆に行い適正化することで、高い稼働率を維持しております。 

  

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、6,798百万円(前年同期比＋1.0％)、営業利益は、526百万円(前年同期比＋13.7％)、経常

利益は、532百万円(前年同期比＋13.4％)、四半期純利益は、329百万円(前年同期比＋17.6％)となりま

した。 

  

資産合計は、前事業年度末に比べ126百万円増加し、11,551百万円(前事業年度末比＋1.1％)となり

ました。 

流動資産の増加29百万円のうち、主な増減項目は、現金及び預金の増加178百万円、関係会社預け

金の減少133百万円、売掛金の減少547百万円、有価証券の増加201百万円、仕掛品の増加217百万円で

あります。 

固定資産の増加97百万円のうち、主な増減項目は、投資有価証券の増加であります。 

  

負債合計は、前事業年度末に比べ82百万円減少し、1,922百万円(前事業年度末比△4.1％)となりま

した。主な増減項目は、未払費用の減少であります。 

  

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

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

(負債)
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純資産合計は、前事業年度末に比べ209百万円増加し、9,628百万円(前事業年度末比＋2.2％)とな

りました。これは主に、四半期純利益の計上によるものであります。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、479百万円(前年同期比＋590百万円)となりました。主な増

減項目は、営業収入の増加1,001百万円、外注費の支払及び購入による支出の増加252百万円、人件費

の支出の増加111百万円であります。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、△314百万円(前年同期比△614百万円)となりました。主な

増減項目は、有価証券の取得による支出の減少299百万円、有価証券の償還による収入の減少900百万

円であります。  

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、△120百万円(前年同期比△34百万円)となりました。これ

は、増配に伴う配当金の支払額の増加によるものであります。 

  

これらの結果、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から

44百万円増加し、7,069百万円となりました。 

  

平成25年４月23日発表の通期業績予想は据え置くものとします。なお、業績予想は、現時点で入手可

能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合

があります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(純資産)

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

(３)業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

(１)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(２)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,972,234 4,151,129

関係会社預け金 2,652,162 2,518,182

売掛金 2,351,934 1,804,794

有価証券 1,298,836 1,500,189

仕掛品 96,031 313,784

その他 454,346 566,814

流動資産合計 10,825,546 10,854,894

固定資産

有形固定資産 48,617 69,101

無形固定資産 76,555 65,074

投資その他の資産 473,877 562,359

固定資産合計 599,050 696,536

資産合計 11,424,596 11,551,430

負債の部

流動負債

買掛金 488,180 497,199

未払法人税等 241,216 219,266

賞与引当金 548,911 524,870

役員賞与引当金 － 4,586

工事損失引当金 2,233 28,229

その他 387,152 318,633

流動負債合計 1,667,693 1,592,786

固定負債

退職給付引当金 325,131 317,047

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

固定負債合計 338,135 330,051

負債合計 2,005,829 1,922,838

純資産の部

株主資本

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 8,118,070 8,327,238

株主資本合計 9,433,139 9,642,307

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △14,371 △13,715

評価・換算差額等合計 △14,371 △13,715

純資産合計 9,418,767 9,628,592

負債純資産合計 11,424,596 11,551,430
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(２)四半期損益計算書

第２四半期累計期間
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

売上高 6,728,403 6,798,735

売上原価 5,490,758 5,426,580

売上総利益 1,237,645 1,372,155

販売費及び一般管理費 774,433 845,360

営業利益 463,212 526,794

営業外収益

受取利息 7,747 7,369

その他 1,489 1,239

営業外収益合計 9,237 8,608

営業外費用

支払手数料 2,983 2,980

営業外費用合計 2,983 2,980

経常利益 469,465 532,422

特別利益

受取和解金 － 6,000

特別利益合計 － 6,000

特別損失

固定資産除却損 17 116

特別損失合計 17 116

税引前四半期純利益 469,448 538,305

法人税、住民税及び事業税 184,906 212,359

法人税等調整額 4,634 △3,255

法人税等合計 189,541 209,103

四半期純利益 279,907 329,202
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(３)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 6,314,642 7,315,835

外注費の支払及び購入による支出 △2,623,681 △2,875,720

人件費の支出 △3,085,551 △3,197,426

その他の営業支出 △548,437 △537,674

小計 56,971 705,013

利息及び配当金の受取額 7,886 8,178

法人税等の支払額 △175,630 △233,548

営業活動によるキャッシュ・フロー △110,772 479,644

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 △2,299,368 △1,999,765

有価証券の償還による収入 2,600,000 1,700,000

有形固定資産の取得による支出 － △32,347

無形固定資産の取得による支出 △761 △796

敷金及び保証金の差入による支出 △595 △184

敷金及び保証金の回収による収入 621 18,436

投資活動によるキャッシュ・フロー 299,896 △314,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △85,749 △120,042

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,749 △120,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,374 44,945

現金及び現金同等物の期首残高 6,148,988 7,024,629

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,252,362 7,069,574
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

(４)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)

(セグメント情報等)
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当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

 

 
(注) １  金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

当第２四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

 

 
(注)  金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

 

 
(注)  金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

品目 生産高(千円) 前期比増減率(％)

システム開発 6,840,919 4.4

② 受注実績

品目 受注高(千円) 前期比増減率(％) 受注残高(千円) 前期比増減率(％)

システム開発 7,003,488 0.2 2,336,643 5.7

製品販売 184,770 24.3 172,623 △1.8

合計 7,188,258 0.7 2,509,267 5.1

③ 販売実績

品目 販売高(千円) 前期比増減率(％)

システム開発 6,623,166 0.7

製品販売 175,569 14.6

合計 6,798,735 1.0
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