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（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  1,880  △4.0  205  △29.2  208  △28.9  124  60.3

25年３月期第２四半期 1,957  71.7  290  134.3  293  135.2  77  29.2

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 185百万円（ ％） 32.8 25年３月期第２四半期 139百万円（ ％） 429.6

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  22.10  21.80

25年３月期第２四半期  13.76  13.71

（注）平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

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  3,389  2,815  81.7  491.07

25年３月期  3,617  2,662  72.1  465.49

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 2,769百万円 25年３月期 2,609百万円 
（注）平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式

分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。

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 － 750.00  750.00

26年３月期 － 0.00

26年３月期（予想） － 9.00  9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無
平成25年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株の割合で株式分割を行ったため、平成26年3月期の期末の1株当たり配当金（予想）に

ついては、株式分割を考慮した額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の期末の1株当たり配当金は900円00銭となります。

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）

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 3,700  △8.1  440  △14.4  440  △14.9  250  18.9  44.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無
平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり予想当期純利益は、当該株式

分割を考慮し算定しております。



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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： 有

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

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 6,060,400株 25年３月期 6,026,400株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 420,800株 25年３月期 420,800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 5,627,100株 25年３月期２Ｑ 5,637,800株

（注）平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を算定しております。

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連結財務諸表のレビュー手続を実施中で

す。

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。 
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（１）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の経済は、9月発表の日銀短観によると、大企業製造業を中心に大幅に

景況感が改善（大企業製造業景況感DIは+12）し、その水準はリーマン・ショック前の2007年12月以来の水準とな

りました。一方、当社の属する情報サービス業界については、2013年度ソフトウェア投資計画（9月日銀短観）が

前年度比3.3％増（前回調査）から3.9％増へと上方修正されるなど、堅調な見通しとなっており、下期に向けて計

画が実績につながるか否かが焦点になるものと考えられます。  

 このような経営環境の下で、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は下記のとおりとなりました。

  

  

 特筆すべき事項を記載すると下記のとおりです。 

①売上高については、公共、製造、金融、サービス業を中心とする既存顧客や新規顧客からの受注が第2四半期

連結会計期間に入り前期を上回って堅調に推移しているものの、第1四半期連結会計期間において発生した一部

の大型案件の完了に伴う一時的稼動低下などから前年同期比4.0％減少の 千円となりました。 

  

②損益面については、5月に完了した大型案件（売上高244百万円）の利益貢献が低かったため、売上総利益率は

31.5％から26.6％に低下しました。このため、当第2四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

千円（前年同期比29.2％減）、 千円（前年同期比28.9％減）となりました。一方、四半期純利益

については、前年同期に発生した保有上場投資有価証券の一部に係る減損損失が当第2四半期連結累計期間には

発生しなかったため、 千円（前年同期比60.3％増加）と第2四半期連結累計期間としては過去最高を記録

しました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況  

 総資産は、主に大型案件の完了に伴う仕掛品の減少により、前連結会計年度末比228,729千円減少の 千円

となりました。また、負債についても、主に大型案件の完了に伴う受注損失引当金の減少や賞与の支払による賞与引

当金の減少により、前連結会計年度末比381,388千円減少の 千円となりました。純資産は、利益剰余金の増加

や保有上場投資有価証券の株価上昇に伴う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比152,659千円

増加の 千円となりました。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第2四半期連結累計期間の業績はほぼ計画通りとなっており、現時点では平成25年5月10日に公表しました業績予

想に変更ありません。 

   

   

（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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高 千円 1,880,142 （前年同期比4.0％減）  

営業利益 千円 205,455 （前年同期比29.2％減） 

経常利益 千円 208,571 （前年同期比28.9％減） 

四半期純利益 千円 124,364 （前年同期比60.3％増） 

1,880,142

205,455 208,571

124,364

3,389,023

573,366

2,815,656

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 1,114,866 1,203,789

売掛金 1,008,181 946,006

仕掛品 436,375 134,902

その他 292,467 277,160

流動資産合計 2,851,890 2,561,857

固定資産   

有形固定資産 48,944 41,398

無形固定資産   

のれん 73,217 70,044

その他 8,448 7,573

無形固定資産合計 81,665 77,618

投資その他の資産   

投資有価証券 506,448 580,068

その他 128,803 128,080

投資その他の資産合計 635,252 708,148

固定資産合計 765,862 827,165

資産合計 3,617,752 3,389,023

負債の部   

流動負債   

未払金 130,302 93,110

未払費用 120,074 76,680

賞与引当金 264,500 180,726

品質保証引当金 242 －

受注損失引当金 175,324 1,713

未払法人税等 104,028 102,995

その他 136,805 89,932

流動負債合計 931,277 545,158

固定負債   

その他 23,477 28,208

固定負債合計 23,477 28,208

負債合計 954,755 573,366

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,250 826,665

資本剰余金 1,162,679 1,167,094

利益剰余金 783,198 865,520

自己株式 △158,756 △158,756

株主資本合計 2,609,371 2,700,523

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 68,888

その他の包括利益累計額合計 － 68,888

少数株主持分 53,625 46,244

純資産合計 2,662,997 2,815,656

負債純資産合計 3,617,752 3,389,023
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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 1,957,562 1,880,142

売上原価 1,340,282 1,379,512

売上総利益 617,279 500,630

販売費及び一般管理費 327,016 295,174

営業利益 290,263 205,455

営業外収益   

受取利息 106 132

受取配当金 2,448 1,724

その他 871 1,258

営業外収益合計 3,427 3,115

営業外費用   

自己株式取得費用 441 －

営業外費用合計 441 －

経常利益 293,249 208,571

特別利益   

投資有価証券売却益 167 －

特別利益合計 167 －

特別損失   

投資有価証券評価損 115,517 －

特別損失合計 115,517 －

税金等調整前四半期純利益 177,899 208,571

法人税等 89,304 91,588

少数株主損益調整前四半期純利益 88,594 116,982

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,995 △7,381

四半期純利益 77,599 124,364
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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 88,594 116,982

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 51,322 68,888

その他の包括利益合計 51,322 68,888

四半期包括利益 139,917 185,871

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,921 193,252

少数株主に係る四半期包括利益 10,995 △7,381
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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）四半期連結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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