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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 5,566 2.6 41 △60.5 47 △59.8 26 △62.4
25年3月期第3四半期 5,425 8.4 104 ― 118 ― 71 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 40百万円 （△51.2％） 25年3月期第3四半期 82百万円 （―％）

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3四半期 18.09 ―
25年3月期第3四半期 48.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 5,935 3,014 50.8
25年3月期 6,308 3,062 48.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,014百万円 25年3月期 3,062百万円

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 ― 60.00 60.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 60.00 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 9,353 10.4 425 △5.0 426 △10.1 258 △8.0 174.99



(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Ｐ.４「サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧下さい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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）連結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。 

※ 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
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3月期3Q 1,480,000 株 25年3月期 1,480,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 192 株 25年3月期 192 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 1,479,808 株 25年3月期3Q 1,479,808 株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策効果等により企業収益が改善して設

備投資が持ち直し、また個人消費も消費税引き上げに伴う駆け込み需要もあって増加するなど、回

復基調となりました。一方、世界経済は、アメリカの政策動向による影響、アジア経済の先行きや

欧州債務問題等懸念材料を抱えるなかで弱い回復が続いておりますが、底堅さが増しました。 

 当社グループが属する情報サービス業界におきましては、ソフトウェア投資が緩やかに増加しま

した。 

 このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は、ソフトウェア開発、システム運

用・管理等の増加により5,566百万円（前年同期比2.6%増）となりました。また、利益につきまして

は、ソフトウェア開発において大幅な原価上昇があったため、営業利益41百万円（前年同期比60.5%

減）、経常利益47百万円（同59.8%減）、四半期純利益26百万円（同62.4%減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

①機器等販売 

 売上高は機器等の保守料が増加したことにより1,079百万円（前年同期比2.9%増）となりました。

セグメント利益は利益率低下のため44百万円(同47.0%減)となりました。 

②ソフトウェア開発 

 売上高は案件の積上げにより711百万円（前年同期比3.6%増）となりました。セグメント利益は進

行中プロジェクトの原価が大幅に上昇し不採算化したこと及びアフターコストの発生により29百万

円の損失(同52百万円減)となりました。 

③システム販売 

 売上高は画像処理システムが減少しましたが、生コンクリート業界向けシステムが増加したこと

で前期並みとなり1,690百万円（前年同期比0.1%減）となりました。セグメント利益は177百万円(同

18.7%増)となりました。 

④システム運用・管理等 

 売上高は運用業務の増加により2,085百万円（前年同期比4.4%増）となりました。セグメント利益

は516百万円(同2.4%増)となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.2％減少し、3,505百万円となりました。これは、主に仕掛

品が607百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が907百万円減少したことによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、2,430百万円となりました。これは、無形固定

資産に含まれているソフトウェアが30百万円増加したものの、建物及び構築物が39百万円、その他に含

まれている工具器具及び備品が20百万円減少したことによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、5,935百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、2,340百万円となりました。これは、主にその

他に含まれている前受金が184百万円、短期借入金が150百万円増加したものの、未払法人税等が184百

万円、買掛金が180百万円、賞与引当金が171百万円減少したことによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて27.8％減少し、580百万円となりました。これは、主に、そ

の他に含まれる長期未払金が105百万円、長期借入金が66百万円減少したことによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて10.0％減少し、2,920百万円となりました。 

（純資産）    

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、3,014,607千円となりました。これは、主に

四半期純利益が26,768千円、その他有価証券評価差額金が13,709千円増加したものの、株主配当金の支

払が88,788千円あったことによります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成25年５月14日の「平成25年３月期 決算短信」で公表しました

業績予想に変更はありません。  

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、今後

何らかの変化がある場合は適切に開示してまいります。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

 当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する方法を採用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 587,226 490,620

受取手形及び売掛金 1,860,031 952,768

リース投資資産 443,169 408,797

商品及び製品 76,732 78,536

仕掛品 527,302 1,134,553

原材料及び貯蔵品 24,378 30,430

その他 340,167 409,656

貸倒引当金 △642 △278

流動資産合計 3,858,366 3,505,084

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 843,207 803,455

土地 553,902 553,902

その他（純額） 406,353 386,455

有形固定資産合計 1,803,464 1,743,813

無形固定資産 192,097 218,703

投資その他の資産   

前払年金費用 212,478 212,050

その他 245,645 261,909

貸倒引当金 △3,726 △6,198

投資その他の資産合計 454,397 467,760

固定資産合計 2,449,959 2,430,277

資産合計 6,308,326 5,935,362

負債の部   

流動負債   

買掛金 695,245 515,070

短期借入金 － 150,000

1年内返済予定の長期借入金 108,355 100,020

未払費用 227,048 257,029

未払法人税等 184,772 －

賞与引当金 295,215 124,129

受注損失引当金 133,023 263,872

アフターコスト引当金 32,937 39,920

その他 764,823 890,345

流動負債合計 2,441,420 2,340,388

固定負債   

長期借入金 198,273 131,593

その他 605,714 448,773

固定負債合計 803,987 580,366

負債合計 3,245,408 2,920,754
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 777,875 777,875

資本剰余金 239,946 239,946

利益剰余金 2,013,355 1,951,335

自己株式 △271 △271

株主資本合計 3,030,905 2,968,885

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 32,011 45,721

その他の包括利益累計額合計 32,011 45,721

純資産合計 3,062,917 3,014,607

負債純資産合計 6,308,326 5,935,362
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 5,425,650 5,566,495

売上原価 4,295,987 4,467,226

売上総利益 1,129,663 1,099,268

販売費及び一般管理費 1,025,586 1,058,186

営業利益 104,076 41,081

営業外収益   

受取利息 90 87

受取配当金 3,715 3,767

受取手数料 2,222 1,635

助成金収入 7,748 1,566

補助金収入 7,500 10,992

その他 5,320 3,007

営業外収益合計 26,597 21,056

営業外費用   

支払利息 7,630 4,904

売上割引 1,929 2,681

シンジケートローン手数料 2,235 5,417

その他 424 1,465

営業外費用合計 12,219 14,469

経常利益 118,454 47,668

特別利益   

投資有価証券売却益 16 －

特別利益合計 16 －

特別損失   

固定資産除却損 327 294

投資有価証券評価損 1,414 －

特別損失合計 1,742 294

税金等調整前四半期純利益 116,727 47,373

法人税等 45,620 20,605

少数株主損益調整前四半期純利益 71,107 26,768

四半期純利益 71,107 26,768
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 71,107 26,768

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,822 13,709

その他の包括利益合計 11,822 13,709

四半期包括利益 82,930 40,478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82,930 40,478

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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）１ セグメント利益の調整額△657,020千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。  

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４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）１ セグメント利益又は損失(△)の調整額△668,077千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。  

 ２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（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）

（セグメント情報等）

            (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム 
販売

システム運
用・管理等

計

売上高              

  外部顧客への売上高 1,048,452 686,423 1,692,850 1,997,924 5,425,650 ― 5,425,650

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 34,867 2,607 32,873 70,348 △70,348 ―

計 1,048,452 721,291 1,695,457 2,030,798 5,495,999 △70,348 5,425,650

セグメント利益 83,424 23,791 149,372 504,509 761,097 △657,020 104,076
 

            (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２機器等販売

ソフトウェ
ア開発

システム 
販売

システム運
用・管理等

計

売上高              

  外部顧客への売上高 1,079,192 711,076 1,690,958 2,085,266 5,566,495 ― 5,566,495

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

36 29,828 1,121 29,376 60,362 △60,362 ―

計 1,079,228 740,905 1,692,079 2,114,643 5,626,857 △60,362 5,566,495

セグメント利益又は損失(△) 44,249 △29,150 177,238 516,820 709,159 △668,077 41,081
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