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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日銀の金融政策を背景に、輸出関連企業

の業績改善など、緩やかな景気回復の兆しがみられるものの、海外景気に対する不安感や原材料価格の高騰、消費

税増税による消費減退の可能性など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

情報サービス産業においては、売上高が前年同期に比べ増加傾向で推移しているものの、同業者間の受注競争

が一層激化し、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中、当社は当事業年度から新たに３ヵ年計画をスタートさせ、売上拡大と利益率向上に取り

組んでまいりました。 

この取り組みにより、特に金融システム関連の受注が堅調に推移し、また、このことが開発要員の不稼働によ

る損失の軽減にも寄与したことから、売上高、営業利益ともに計画を上回る水準で推移しました。 

その結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,591百万円（前年同期比26.8％増）、営業利益162百万円

（前年同期比277.4％増）、経常利益165百万円（前年同期比245.3％増）、四半期純利益97百万円（前年同期比

444.5%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ソフトウェア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、受注獲得の面では堅調に推移し、売上高2,541百万円（前年同期比26.9％増）、売

上総利益340百万円（前年同期比53.5％増）となりました。 

  

 ②入力データ作成事業 

入力データ作成事業は、売上高50百万円（前年同期比23.9％増）、売上総利益0百万円（前年同期は売上総損

失4百万円）となりました。 

    

  （２）財政状態に関する説明 

 ①キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、前事業年度末に比べ33

百万円減少し、1,405百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は128百万円（前年同四半期は90百万円の使用）となりました。 

収入の主な要因は税引前四半期純利益165百万円、退職給付引当金の増加51百万円であり、支出の主な要因

は売上債権の増加66百万円、法人税等の支払45百万円であります。 

  

（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64百万円（前年同四半期は2百万円の使用）となりました。 

主な要因は定期預金の預入による純支出50百万円及び会員権の取得による支出25百万円によるものでありま

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97百万円（前年同四半期は47百万円の使用）となりました。主な要因は自

己株式取得による支出59百万円及び配当金の支払47百万円によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 ②資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産は3,450百万円（前事業年度末比86百万円増加）となりました。

主な要因は現金及び預金と売掛金が増加したことによります。 

  

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産は981百万円（同21百万円増加）となりました。主な要因は会員

権が増加したことによります。 

  

その結果、当第２四半期会計期間末における資産合計は4,432百万円（同108百万円増加）となりました。 

  

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債は622百万円（同67百万円増加）となりました。主な要因は買掛

金及び未払法人税等が増加したことによります。 

  

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債は1,565百万円（同49百万円増加）となりました。主な要因は退

職給付引当金が増加したことによります。 

  

その結果、当第２四半期会計期間末における負債合計は2,188百万円（同116百万円増加）となりました。 

  

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は2,243百万円（同8百万円減少）となりました。主な要因は四

半期純利益97百万円と配当金の支払48百万円による利益剰余金の増減、及び自己株式の取得59百万円でありま

す。 

  

  （３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年3月期の業績予想につきましては、平成25年10月25日に発表いたしました業績予想数値に変更はあり

ません。 
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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 2,689,128 2,705,299

売掛金 559,486 626,065

仕掛品 13,331 13,456

その他 101,861 105,669

流動資産合計 3,363,808 3,450,490

固定資産   

有形固定資産 136,763 133,996

無形固定資産 31,634 22,700

投資その他の資産   

繰延税金資産 522,731 539,344

その他 340,415 357,365

貸倒引当金 △71,680 △71,680

投資その他の資産合計 791,466 825,030

固定資産合計 959,865 981,726

資産合計 4,323,673 4,432,217

負債の部   

流動負債   

買掛金 154,233 190,693

短期借入金 － 10,000

未払法人税等 51,221 95,220

賞与引当金 191,420 196,458

その他 158,763 130,573

流動負債合計 555,639 622,946

固定負債   

役員退職慰労未払金 62,689 60,973

退職給付引当金 1,453,484 1,504,864

固定負債合計 1,516,173 1,565,837

負債合計 2,071,813 2,188,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,500 630,500

資本剰余金 553,700 553,700

利益剰余金 1,243,996 1,293,365

自己株式 △1,352 △61,126

株主資本合計 2,426,844 2,416,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,395 6,373

土地再評価差額金 △179,378 △179,378

評価・換算差額等合計 △174,983 △173,005

純資産合計 2,251,860 2,243,433

負債純資産合計 4,323,673 4,432,217
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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 2,044,280 2,591,996

売上原価 1,827,176 2,251,300

売上総利益 217,103 340,696

販売費及び一般管理費 174,163 178,654

営業利益 42,939 162,041

営業外収益   

受取利息 1,378 873

受取配当金 1,054 1,174

雑収入 2,682 2,055

営業外収益合計 5,115 4,104

営業外費用   

支払利息 － 11

固定資産除却損 51 －

自己株式取得費用 － 368

営業外費用合計 51 380

経常利益 48,004 165,766

税引前四半期純利益 48,004 165,766

法人税、住民税及び事業税 20,239 89,665

法人税等調整額 9,870 △21,330

法人税等合計 30,109 68,334

四半期純利益 17,894 97,431
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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   

税引前四半期純利益 48,004 165,766

減価償却費 12,516 11,837

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,075 5,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,090 51,380

受取利息及び受取配当金 △2,432 △2,048

支払利息 － 11

有形固定資産除却損 51 －

売上債権の増減額（△は増加） △82,853 △66,578

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,809 △125

その他の流動資産の増減額（△は増加） 648 △820

仕入債務の増減額（△は減少） 9,252 36,459

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,558 6,727

未払金の増減額（△は減少） △9,091 △39,944

その他の流動負債の増減額（△は減少） △137 3,361

その他 237 237

小計 △41,156 171,301

利息及び配当金の受取額 3,391 2,718

利息の支払額 － △64

法人税等の支払額 △52,527 △45,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,292 128,005

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 △950,000 △1,000,000

定期預金の払戻による収入 950,000 950,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,875 －

投資有価証券の取得による支出 △723 △738

会員権の取得による支出 － △25,485

貸付けによる支出 － △480

貸付金の回収による収入 1,752 1,641

敷金及び保証金の回収による収入 － 18,522

その他 △449 △7,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,295 △64,090

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 － 10,000

自己株式の取得による支出 － △59,774

配当金の支払額 △47,946 △47,970

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,946 △97,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △140,534 △33,829

現金及び現金同等物の期首残高 1,434,013 1,439,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,293,478 1,405,299
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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）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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