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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 15,100 △3.5 1,025 1.5 1,089 △3.9 660 △8.1
25年3月期第2四半期 15,655 12.7 1,010 15.9 1,133 19.4 718 28.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,124百万円 （53.1％） 25年3月期第2四半期 734百万円 （8.0％）

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 65.22 64.36
25年3月期第2四半期 72.16 72.13

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 24,593 17,598 66.3 1,598.87
25年3月期 25,222 16,791 61.4 1,543.20
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  16,314百万円 25年3月期  15,485百万円

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  
平成26年３月期の配当は、中間で普通配当25円、記念配当5円の計30円、期末予想で普通配当25円、記念配当5円の計30円であります。 

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00
26年3月期 ― 30.00
26年3月期（予想） ― 30.00 60.00

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、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 32,500 8.3 2,270 14.8 2,440 9.1 1,460 14.8 145.50



(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 

(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きの対象外であり、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きは完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。 

※  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2Q 10,704,100 株 25年3月期 10,534,700 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 500,250 株 25年3月期 500,250 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,121,149 株 25年3月期2Q 9,953,850 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

 当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策による為替水準の是正や経済対策への期待感などか

ら、企業業績や消費マインドに明るさが見られました。一方、円安に伴う物価上昇やエネルギー価格の高騰、ま

た、中国経済の低迷や新興国の成長減速などの懸念材料がある中で、我が国の財政の立て直しを事由に消費増税が

表明され、経済の先行きについて非常に不透明な状況となっております。 

 このような環境において、当社はグループを挙げてお客様との関係強化や取引の深耕を図っております。グロー

バル化・環境・安心安全をキーワードとし、お客様の事業展開に合わせたデータベース利用技術の開発、予測のた

めの解析や科学技術計算といったより高度な技術力を要求される分野でのシステム構築など、多種多様なニーズに

きめ細やかに対応してまいりました。また、専門的な製品・業務知識が求められる中、それに応えうる組織及びグ

ループ体制の構築を進めながら、社員のスキル向上にも積極的に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当年度上期の連結業績は、前年同期の大型案件の反動があったほか、案件の期ずれ等が影響し、売

上高が15,100百万円（前年同期比3.5％減）となりました。営業利益につきましては、全般的に安定した利益率を

確保できたこと、また、コスト抑制も継続して実行したことから、1,025百万円（同1.5％増）となりました。一

方、海外持分法適用会社の苦戦により経常利益は1,089百万円（同3.9％減）、少数株主利益の増大により四半期純

利益が660百万円（同8.1％減）となりました。 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

 ＰＬＭ事業につきましては、当社の主要取引先である自動車メーカー向けの販売は順調な伸びを示したものの、

前年同期の大型案件の反動及び上期に予定していた案件の下期への期ずれなどの影響が見られました。その結果、

外部顧客への売上高が14,419百万円（前年同期比4.4％減）、セグメント利益は988百万円（同8.8％減）となりま

した。 

 連結子会社である㈱ジーダットが中心となって行うＥＤＡ事業につきましては、パワー半導体、イメージセン

サ、タッチパネル、高精細ＦＰＤ等向けの設計支援・解析ツールを軸とした営業活動が好調だったことに加え、自

動車業界向けを中心としたソリューション・ビジネスが順調な立ち上がりとなりました。更に、海外市場でも積極

的な展開を行いました。その結果、売上高が681百万円（前年同期比18.8％増）、セグメント利益は37百万円（前

年同期はセグメント損失74百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に

比べ628百万円減少し、24,593百万円となりました。 

（資産） 

 流動資産は、現金及び預金が1,715百万円減少、受取手形及び売掛金が986百万円減少、商品が338百万円増加、

仕掛品が33百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比2,318百万円減の14,594百万円となりました。 

 固定資産は、有形固定資産が11百万円減少、無形固定資産が22百万円増加、投資その他の資産のうち、投資有価

証券が1,862百万円増加、その他が184百万円減少したことにより、前連結会計年度末比1,689百万円増の9,999百万

円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、買掛金が1,156百万円減少、未払法人税等が144百万円減少、賞与引当金が46百万円減少、役員賞与

引当金が25百万円減少、その他が96百万円減少したことにより、前連結会計年度末比1,468百万円減の5,546百万円

となりました。 

 固定負債は、退職給付引当金が74百万円増加、その他が41百万円減少し、前連結会計年度末比32百万円増の

1,448百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、資本金及び資本剰余金がそれぞれ116百万円増加、利益剰余金が158百万円増加、その他有価証券評価

差額金が419百万円増加、少数株主持分が20百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比807百万円増の

17,598百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローについて 

 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（以下「資金」という）は、営業活動により使用した

資金75百万円、投資活動により使用した資金1,269百万円、財務活動により使用した資金311百万円等を加味した結

果、前連結会計年度末に比べ1,655百万円減少（19.2％減）し、6,987百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、75百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,089百万円、減価償却費54百万円、退職給付引当金の増加額74

百万円、売上債権の減少額962百万円、前受金の増加額147百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額

46百万円、長期未払金の減少額28百万円、前渡金の増加額43百万円、たな卸資産の増加額369百万円、仕入債務の

減少額1,134百万円、未払消費税等の減少額99百万円、その他流動負債の減少額113百万円、法人税等の支払額530

百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、1,269百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,040百万円、投資有価証券の売却による収入27百万円、関係会

社株式の売却による収入43百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出980百万円、有形固定資

産の取得による支出61百万円、無形固定資産の取得による支出34百万円、投資有価証券の取得による支出1,289百

万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、311百万円となりました。 

 収入の主な内訳は、少数株主からの払込みによる収入22百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入

191百万円であり、支出は配当金の支払額503百万円、少数株主への配当金の支払額21百万円であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現在、国内景気は緩やかな回復基調にあると見られ、当社グループの主要顧客である自動車業界については業績

が上向きつつあります。一方、消費増税や海外の経済・政治動向等の懸念材料も多く存在しております。当社グル

ープにおきましても、引き続き厳しい環境下での営業活動が予想されますが、売上拡大に向けた諸施策の効果が

徐々に表れ順調に受注残が積み上がっていること、また、コスト抑制など利益率改善の取り組みが継続しているこ

と等から、現時点においては、平成25年5月10日に公表いたしました連結業績予想の変更はございません。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,683,667 7,967,861

受取手形及び売掛金 6,285,695 5,298,802

商品 243,949 582,134

仕掛品 39,121 72,468

原材料及び貯蔵品 8,117 6,191

その他 651,885 666,946

流動資産合計 16,912,437 14,594,404

固定資産   

有形固定資産 261,401 249,746

無形固定資産 57,880 80,608

投資その他の資産   

投資有価証券 4,502,473 6,365,369

長期預金 2,700,000 2,700,000

その他 788,242 603,768

投資その他の資産合計 7,990,715 9,669,138

固定資産合計 8,309,997 9,999,492

資産合計 25,222,435 24,593,897

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,277,732 3,121,664

未払法人税等 501,541 356,798

賞与引当金 463,808 417,762

役員賞与引当金 50,000 25,000

その他 1,722,263 1,625,724

流動負債合計 7,015,346 5,546,949

固定負債   

退職給付引当金 1,156,551 1,230,969

その他 259,211 217,319

固定負債合計 1,415,763 1,448,289

負債合計 8,431,109 6,995,238
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,388,859 1,505,298

資本剰余金 1,496,259 1,612,698

利益剰余金 12,455,895 12,614,255

自己株式 △598,333 △598,333

株主資本合計 14,742,679 15,133,918

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 740,768 1,160,291

為替換算調整勘定 1,705 20,430

その他の包括利益累計額合計 742,473 1,180,722

新株予約権 218,925 176,112

少数株主持分 1,087,247 1,107,905

純資産合計 16,791,326 17,598,658

負債純資産合計 25,222,435 24,593,897
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 15,655,273 15,100,864

売上原価 12,249,294 11,735,123

売上総利益 3,405,979 3,365,740

販売費及び一般管理費合計 2,395,563 2,339,765

営業利益 1,010,415 1,025,975

営業外収益   

受取利息 26,778 34,216

受取配当金 22,999 25,397

補助金収入 46,851 13,394

その他 29,408 7,334

営業外収益合計 126,037 80,343

営業外費用   

支払利息 588 －

減価償却費 1,209 －

持分法による投資損失 － 5,085

為替差損 － 6,120

その他 669 5,184

営業外費用合計 2,467 16,391

経常利益 1,133,985 1,089,927

税金等調整前四半期純利益 1,133,985 1,089,927

法人税、住民税及び事業税 421,067 386,983

法人税等調整額 5,982 20,359

法人税等合計 427,049 407,342

少数株主損益調整前四半期純利益 706,935 682,585

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,313 22,502

四半期純利益 718,249 660,082
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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４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 706,935 682,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,466 419,523

為替換算調整勘定 166 6,865

持分法適用会社に対する持分相当額 1,694 15,420

その他の包括利益合計 27,326 441,809

四半期包括利益 734,262 1,124,394

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 745,781 1,098,426

少数株主に係る四半期包括利益 △11,518 25,967
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（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,014,165 7,539,052

売上原価 6,208,775 5,851,850

売上総利益 1,805,390 1,687,202

販売費及び一般管理費合計 1,186,956 1,161,225

営業利益 618,434 525,977

営業外収益   

受取利息 12,859 16,154

持分法による投資利益 9,396 20,521

補助金収入 27,344 13,394

その他 9,634 9,476

営業外収益合計 59,235 59,546

営業外費用   

支払利息 588 －

減価償却費 647 －

固定資産売却損 310 －

為替差損 － 693

その他 1 1,679

営業外費用合計 1,547 2,372

経常利益 676,121 583,151

税金等調整前四半期純利益 676,121 583,151

法人税、住民税及び事業税 216,981 144,454

法人税等調整額 28,782 51,210

法人税等合計 245,764 195,664

少数株主損益調整前四半期純利益 430,357 387,487

少数株主利益 3,648 17,771

四半期純利益 426,709 369,715
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 430,357 387,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 176,531 314,003

為替換算調整勘定 △6,911 1,088

持分法適用会社に対する持分相当額 4,266 6,454

その他の包括利益合計 173,886 321,547

四半期包括利益 604,243 709,034

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 603,466 690,310

少数株主に係る四半期包括利益 776 18,723
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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４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,133,985 1,089,927

減価償却費 51,795 54,547

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,298 △46,045

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 55,290 74,418

長期未払金の増減額（△は減少） － △28,714

受取利息及び受取配当金 △49,777 △59,613

持分法による投資損益（△は益） △22,283 5,085

売上債権の増減額（△は増加） △206,022 962,278

たな卸資産の増減額（△は増加） 676,090 △369,604

前渡金の増減額（△は増加） 32,885 △43,077

その他の流動資産の増減額（△は増加） △19,039 △24,595

仕入債務の増減額（△は減少） 20,437 △1,134,339

前受金の増減額（△は減少） 228,246 147,980

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,804 △99,762

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,250 △113,305

その他 46,938 9,605

小計 1,895,802 399,783

利息及び配当金の受取額 48,207 55,676

利息の支払額 △588 －

法人税等の支払額 △603,237 △530,485

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,340,184 △75,025

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,040,000 △980,000

定期預金の払戻による収入 1,040,000 1,040,000

有価証券の償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △46,837 △61,012

無形固定資産の取得による支出 △276 △34,037

投資有価証券の取得による支出 － △1,289,541

投資有価証券の売却による収入 － 27,869

関係会社株式の売却による収入 － 43,400

その他 △4,153 △16,542

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,732 △1,269,864

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 －

少数株主からの払込みによる収入 － 22,397

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 191,197

配当金の支払額 △498,427 △503,799

少数株主への配当金の支払額 △7,177 △21,326

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,605 △311,530

現金及び現金同等物に係る換算差額 141 614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,083,454 △1,655,805

現金及び現金同等物の期首残高 7,297,487 8,643,667

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,380,941 6,987,861
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

（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
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