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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 887 35.1 66 ― 63 ― 56 ―
25年3月期第2四半期 656 △3.7 △41 ― △45 ― △50 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 55百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △51百万円 （―％）

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 12.36 ―
25年3月期第2四半期 △10.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 2,109 1,245 59.0
25年3月期 2,065 1,109 53.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,243百万円 25年3月期  1,108百万円

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 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 1,900 0.0 100 50.5 92 57.1 70 77.6 15.19



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きは終了しました。 

※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。業績予想の前提となる条件及びそのご利用にあたっての注意事項等については、(添付資料)Ｐ．２
「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  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 4,699,600 株 25年3月期 4,699,600 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 92,556 株 25年3月期 92,556 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,607,044 株 25年3月期2Q 4,607,044 株
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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経済は、長く続いたデフレ経済からの脱却を目指した財政、金融両政

策の実施と、新たにとりまとめられた総合経済政策により過度の円高の是正が進む環境のもと、製造業を中心に海

外競争力が復活し、業績回復に向けた確かな流れが見られるとともに、2020年東京五輪開催が決定し今後の国内景

気回復への期待感が高まる状況にありました。  

 当社の主たる販売市場であります測量市場におきましても、東日本大震災からの復旧・復興事業の進展に伴う測

量業務の増加と、全国各地で進められる社会インフラの点検業務をはじめとした公共測量事業の執行を受け、測量

機器を中心とした設備投資意欲が回復しつつある状況にありました。  

 こうした状況の中で当社グループは、平成26年４月に予定されるWindowsXPのサポート終了に向けて、当社製品

ユーザーに対して、ＰＣ機器環境変更とあわせて当社現行ソフトウェアへのアップグレードに向けた提案を積極的

に進めてまいりました。  

 また、３次元移動体計測機器（以下、ＭＭＳ）活用事業においては、ＭＭＳにより取得される高精度の３次元情

報と解析及び表示技術に高い評価をいただき、多くの企業からの計測受託に結びついてまいりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は887百万円（前年同期比35.1％増）となり、営業利益

は66百万円（前年同期は41百万円の営業損失）、四半期純利益は56百万円（前年同期は50百万円の四半期純損失）

となりました。  

 セグメント別には、次のとおりであります。 

①測量土木関連システム事業  

 WindowsXPのサポート終了に係る需要は予想以上に大きく、WindowsXP環境にある当社製品ユーザーに対して、 

ＰＣ機器環境変更のご提案と合わせて当社製品の最新バージョンの導入ご提案してまいりました。さらには、モー

タードライブ測量機、GNSS測量機等をソフトウェアと組み合わせたソリューション提案など積極的な営業活動を展

開してまいりました。  

 ＭＭＳ活用分野においては、３次元情報計測需要のさらなる増加とあわせ、ＭＭＳ活用企業の増加に対して、全

国各地で技術セミナーを開催し、ＭＭＳ活用に向けたソリューションを展開してまいりました。  

 以上の結果、測量土木関連システム事業の売上高は882百万円（前年同期比35.4％増）となりました。 

②不動産賃貸事業 

 本社ビルのテナント賃貸収入により、売上高は４百万円（前年同期比増減なし）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて390百万円減少し、2,109百万円とな

りました。その主な要因は受取手形及び売掛金が518百万円減少したこと等によります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて432百万円減少し、863百万円とな

りました。その主な要因は支払手形及び買掛金が308百万円減少したこと等によります。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて41百万円増加し、1,245百万円

となりました。その主な要因は利益剰余金が43百万円増加したこと等によります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年10月28日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

   

（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。 

   

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 717,973 816,153

受取手形及び売掛金 836,363 318,139

商品及び製品 54,663 65,892

仕掛品 64 2,056

その他 47,690 61,987

貸倒引当金 △4,941 △3,318

流動資産合計 1,651,812 1,260,910

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 274,525 274,525

減価償却累計額 △94,933 △97,946

建物及び構築物（純額） 179,592 176,578

土地 341,789 341,789

リース資産 105,526 105,526

減価償却累計額 △54,292 △65,107

リース資産（純額） 51,233 40,419

その他 49,126 59,611

減価償却累計額 △37,174 △41,259

その他（純額） 11,951 18,351

有形固定資産合計 584,567 577,139

無形固定資産   

リース資産 2,878 1,957

その他 64,786 78,515

無形固定資産合計 67,665 80,472

投資その他の資産   

投資有価証券 28,654 27,877

その他 173,613 169,117

貸倒引当金 △6,495 △6,495

投資その他の資産合計 195,772 190,500

固定資産合計 848,005 848,112

資産合計 2,499,818 2,109,022
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 427,166 118,385

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 64,570 61,800

リース債務 47,455 39,806

未払法人税等 19,709 10,191

前受金 129,460 131,031

賞与引当金 44,266 42,670

その他 116,239 67,819

流動負債合計 868,868 491,704

固定負債   

社債 80,000 70,000

長期借入金 176,400 145,500

リース債務 56,141 39,606

繰延税金負債 343 1,178

退職給付引当金 109,238 110,445

その他 5,056 5,006

固定負債合計 427,180 371,737

負債合計 1,296,048 863,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,840 520,840

資本剰余金 559,863 559,863

利益剰余金 131,274 174,383

自己株式 △12,349 △12,349

株主資本合計 1,199,628 1,242,737

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,824 1,071

その他の包括利益累計額合計 2,824 1,071

少数株主持分 1,315 1,772

純資産合計 1,203,769 1,245,581

負債純資産合計 2,499,818 2,109,022
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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 656,772 887,423

売上原価 253,409 357,538

売上総利益 403,363 529,885

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 149,760 162,546

退職給付費用 5,188 4,769

その他 289,640 296,438

販売費及び一般管理費合計 444,589 463,753

営業利益又は営業損失（△） △41,225 66,131

営業外収益   

受取利息 932 689

消費税差額 － 473

その他 515 447

営業外収益合計 1,447 1,610

営業外費用   

支払利息 5,306 3,803

その他 359 224

営業外費用合計 5,665 4,028

経常利益又は経常損失（△） △45,444 63,713

特別損失   

固定資産除売却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△45,444 63,713

法人税、住民税及び事業税 4,822 6,326

法人税等合計 4,822 6,326

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△50,267 57,387

少数株主利益又は少数株主損失（△） △89 457

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,177 56,930
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△50,267 57,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △983 △1,753

その他の包括利益合計 △983 △1,753

四半期包括利益 △51,250 55,633

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,161 55,176

少数株主に係る四半期包括利益 △89 457
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△45,444 63,713

減価償却費 43,803 42,406

受取利息及び受取配当金 △1,194 △956

支払利息 5,306 3,803

固定資産除売却損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 177,827 518,223

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,512 △13,220

仕入債務の増減額（△は減少） △7,467 △308,780

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,346 △1,596

前受金の増減額（△は減少） 13,643 1,570

その他 △32,901 △66,900

小計 125,715 238,262

利息及び配当金の受取額 900 774

利息の支払額 △5,198 △3,878

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,855 △15,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,562 219,689

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,431 △11,933

無形固定資産の取得による支出 △23,781 △39,002

その他 △9,355 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,568 △50,918

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △28,130 △33,670

社債の償還による支出 △30,000 △10,000

配当金の支払額 △13,915 △13,914

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,776 △13,007

割賦債務の返済による支出 △8,677 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,498 △70,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,504 98,180

現金及び現金同等物の期首残高 677,141 637,973

現金及び現金同等物の四半期末残高 658,636 736,153
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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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