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1. 平成26年9月期第1四半期の業績（平成25年10月1日～平成25年12月31日） 

当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前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」を算定しております。 

(2) 財政状態 

  

(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9月期第1四半期 539 7.8 177 39.4 177 39.5 106 31.2
25年9月期第1四半期 500 △3.3 127 2.7 127 2.5 81 29.0

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9月期第1四半期 26.25 ―
25年9月期第1四半期 20.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第1四半期 3,091 2,506 81.1
25年9月期 3,164 2,440 77.1
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 2,506百万円 25年9月期 2,440百万円

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株の株式分割を行っております。平成25年９月期につきましては当該株式分割前の実際の配当金の額
を記載しております。 

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
26年9月期 ―
26年9月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成26年 9月期の業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 880 0.8 230 6.7 230 6.4 138 2.2 34.07
通期 1,700 3.7 400 16.2 400 15.8 240 13.4 59.26



(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） 

当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前会計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）を算出しております。 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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9月期1Q 4,090,000 株 25年9月期 4,090,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期1Q 40,074 株 25年9月期 40,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期1Q 4,049,987 株 25年9月期1Q 4,050,000 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
財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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
び業績予想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．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。 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日の３ヶ月間）におけるわが国経済については、

積極的な経済政策の効果から生産や個人消費を中心に改善し着実な景気回復が見られます。 

 当社の主要な販売先である金融機関におきましては、全国の銀行貸出残高が28ヶ月連続して前年同月比増加して

おり資金需要は伸びています。景気回復の基調を受けて、設備投資に対する意欲も改善していると見られます。 

 当第１四半期累計期間の売上高につきましては、「システム事業」は、システム開発に係わる「システムインテ

グレーション部門」が前年同期比増収となり、システムのメンテナンスを行う「システムサポート部門」の減収を

補い、全体では前年同期比増収となりました。営業利益につきましては、「システムサポート部門」における路線

価データ作成の効率化に伴う材料費の大幅削減や臨時従業員等の人件費削減など経費削減が奏功し、前年同期比大

幅増益となりました。 

 平成25年３月から開始した「不動産賃貸事業」につきましては、賃貸収入を売上高に計上しており、営業利益を

あげることができました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は539,887千円（前年同期比7.8％増）、営業利益は177,409千円

（同39.4％増）、経常利益は177,837千円（同39.5％増）、四半期純利益は106,313千円（同31.2％増)となりまし

た。 

 セグメントの業績は、次の通りであります。 

 なお、新たに不動産賃貸事業を開始したことにより、前第２四半期累計期間より報告セグメントの区分を変更し

ております。以下の前年同四半期比較については、変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較しております。

  

①システム事業 

「システムインテグレーション部門」 

 「決算業務支援システム」は、全国の信用組合にシステムサービスを提供している信組情報サービス株式会社宛

に大型案件を売上げたほか、「自己査定支援システム」や「決算書リーディングシステム」「債権償却・引当金管

理システム」の売上高も前年同期比増加しました。「契約書作成支援システム」につきましては、前事業年度に信

組情報サービス株式会社に導入しましたが、早くも各信用組合から多数の申し込みがあり、今後導入支援を進めて

いくところです。 

 以上の結果、システムインテグレーション部門の売上高は、123,108千円(前年同期比55.7％増)、セグメント内

の売上高構成比は23.9％となりました。 

「システムサポート部門」 

 メンテナンスの売上高は、例年行っている大型メンテナンスの納期のズレもあり前年同期比減収となったうえ、

代行入力の売上高が前年同期並みであったため、システムサポート事業の売上高は391,300千円（前年同期比7.2％

減）、セグメント内の売上高構成比は76.1％となりました。 

 以上の結果、システム事業の売上高は514,409千円（前年同期比2.7％増）、セグメント利益は170,038千円（同

33.6％増）となりました。 

②不動産賃貸事業 

 平成25年３月に賃貸用不動産を購入し開始した不動産賃貸事業は、賃貸マンション１棟、立体駐車場１棟及び賃

貸オフィス１棟の計３物件となり、不動産賃貸事業の売上高は25,477千円、セグメント利益は7,370千円となりま

した。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ48,160千円減少し、1,747,628

千円となりました。これは主に売掛金及び仕掛品の減少が現金及び預金の増加を上回ったことによるものです。固

定資産は前事業年度末に比べ24,932千円減少し、1,343,819千円となりました。これは主に有形固定資産及び繰延

税金資産の減少によるものです。この結果、資産合計は前事業年度末に比べ73,093千円減少し、3,091,447千円と

なりました。 

（負債） 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ138,847千円減少し、584,720千円となりました。これは主に前受収益

の減少によるものです。 

（純資産） 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ65,754千円増加し、2,506,726千円となりました。これは繰越利益

剰余金の増加によるものです。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後のわが国経済は、平成26年４月から適用開始される消費税率の引き上げの影響はありますが、経済政策が奏

功し、景気は順調に推移すると考えられます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、主要顧客である金融機関のニーズを捉えて新規案件を掘り起こ

し、受注に結び付けるきめ細かい営業を行っていく考えです。 

 平成26年９月期におきましては、売上高1,700,000千円（前年同期比3.7％増）、営業利益400,000千円（同

16.2％増）、経常利益400,000千円（同15.8％増）、当期純利益240,000千円（同13.4％増）と予想しております。

  

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９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,373,642 1,535,331

売掛金 313,586 163,153

仕掛品 48,207 10,392

繰延税金資産 28,836 14,387

未収収益 4,311 15,214

未収消費税等 17,566 －

その他 9,637 9,148

流動資産合計 1,795,788 1,747,628

固定資産   

有形固定資産   

建物 722,180 723,143

減価償却累計額 △44,885 △52,441

建物（純額） 677,294 670,702

構築物 4,205 4,205

減価償却累計額 △191 △374

構築物（純額） 4,014 3,831

機械及び装置 75,054 75,054

減価償却累計額 △6,248 △11,976

機械及び装置（純額） 68,806 63,078

工具、器具及び備品 57,884 57,664

減価償却累計額 △51,615 △51,918

工具、器具及び備品（純額） 6,269 5,745

土地 463,744 463,744

有形固定資産合計 1,220,129 1,207,102

無形固定資産   

ソフトウエア 15,531 13,905

その他 1,116 1,116

無形固定資産合計 16,647 15,021

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 10,000

繰延税金資産 52,960 43,408

会員権 20,914 20,650

差入保証金 48,100 47,637

投資その他の資産合計 131,974 121,695

固定資産合計 1,368,751 1,343,819

資産合計 3,164,540 3,091,447
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,007 4,527

未払金 76,803 91,536

未払消費税等 － 21,594

未払法人税等 56,364 49,044

前受収益 292,903 160,721

賞与引当金 51,330 18,325

製品保証引当金 1,604 518

受注損失引当金 － 1,940

その他 8,290 25,843

流動負債合計 515,304 374,052

固定負債   

役員退職慰労引当金 201,107 204,999

長期前受収益 1,487 －

その他 5,669 5,669

固定負債合計 208,263 210,668

負債合計 723,568 584,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,802,847 1,868,660

利益剰余金合計 1,804,663 1,870,476

自己株式 △55,491 △55,550

株主資本合計 2,440,972 2,506,726

純資産合計 2,440,972 2,506,726

負債純資産合計 3,164,540 3,091,447
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 500,691 539,887

売上原価 241,054 223,768

売上総利益 259,636 316,118

販売費及び一般管理費 132,342 138,709

営業利益 127,294 177,409

営業外収益   

受取利息 163 152

還付加算金 － 276

その他 1 －

営業外収益合計 164 428

営業外費用   

その他 1 －

営業外費用合計 1 －

経常利益 127,458 177,837

特別損失   

固定資産除売却損 9 1

ゴルフ会員権評価損 － 264

特別損失合計 9 265

税引前四半期純利益 127,448 177,572

法人税、住民税及び事業税 25,576 47,256

法人税等調整額 20,810 24,001

法人税等合計 46,387 71,258

四半期純利益 81,060 106,313
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該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日） 

 当社は、システム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。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 （注）各報告セグメントにおける利益は、営業利益を使用しております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 前第２四半期累計期間において、新たに不動産賃貸事業を開始したため、前第２四半期累計期間より「シス

テム事業」及び「不動産賃貸事業」の２つの報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

 なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成しております。 

（３）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）

  （単位：千円）

  システム事業 不動産賃貸事業 合計 

売上高       

外部顧客への売上高  514,409  25,477  539,887

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －

計  514,409  25,477  539,887

セグメント利益  170,038  7,370  177,409
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