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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(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3月期第2四半期 2,039 10.5 △118 ― △104 ― △112 ―
25年3月期第2四半期 1,845 △10.7 △114 ― △104 ― △111 ―

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 △13.98 ―
25年3月期第2四半期 △13.95 ―

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 4,683 2,474 52.8 308.36
25年3月期 5,298 2,556 48.3 318.62
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,474百万円 25年3月期  2,556百万円

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 4,968 9.1 74 49.8 90 33.5 50 24.4 6.23



(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） 

※  注記事項

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 8,744,091 株 25年3月期 8,744,091 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 719,971 株 25年3月期 719,374 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 8,024,403 株 25年3月期2Q 8,025,926 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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後、
様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があります。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府・日銀の経済・金融政策を背景に円安株高が進

行し、企業の景況感が改善するなど、景気は緩やかながら回復基調にあります。 

このような経営環境のもと、当社は、永年にわたり情報・通信の事業実績で培った豊富な経験と情

報・通信を統合した確かな技術力をもって、進化するネットワーク社会に対し、市場ニーズに適合した

ソリューションビジネスを引き続き展開してまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間における売上高は20億39百万円となりました。セグメント別には、

建設事業では大手・中堅企業のＩＣＴソリューション関連設備工事等が計画を下回って推移したことに

より、売上高は15億85百万円となり、情報システム事業では、独立行政法人を中心とした公会計システ

ムや社会福祉システムが計画をやや下回って推移したものの、その他一般向けシステムが計画通り推移

したことにより、売上高は４億19百万円となりました。また、不動産賃貸事業の売上高は34百万円と計

画どおりに推移しました。  

この結果、当第２四半期累計期間の営業損失は１億18百万円、経常損失は１億４百万円となり、四半

期純損失につきましては、１億12百万円となりました。  

  

①資産・負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は46億83百万円となり、前事業年度末と比較して６億15百万円減

少いたしました。これは主に、現金預金が１億61百万円、完成工事未収入金が２億86百万円、売掛金

が１億51百万円減少したこと等によります。  

当第２四半期会計期間末の負債は22億８百万円となり、前事業年度末と比較して５億33百万円減少

いたしました。これは主に、支払手形が47百万円、工事未払金が１億72百万円、買掛金が２億59百万

円減少したこと等によります。  

当第２四半期会計期間末の純資産は24億74百万円となり、前事業年度末と比較して82百万円減少い

たしました。これは主に、利益剰余金が１億36百万円減少し、その他有価証券評価差額金が53百万円

増加したこと等によります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億42百万円の減少となりました。これは、税引前四半期

純損失１億４百万円であり、退職給付引当金が46百万円増加し、売上債権が４億７百万円、たな卸資

産が61百万円、仕入債務が４億80百万円減少したこと等によります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、36百万円の増加となりました。これは、リース投資資産の

回収による収入32百万円、保険積立金の満期による収入27百万円、差入保証金の差入による支出19百

万円があったこと等によります。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の減少となりました。これは、リース債務の返済

による支出32百万円、配当金の支払額23百万円があったこと等によります。  

この結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は８億34百万円となり、前事業年度と比べ

１億61百万円の減少となりました。 

  

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

（２）財政状態に関する説明
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平成26年３月期の通期業績につきましては、平成25年５月15日付当社「平成25年３月期 決算短信

（非連結）」にて発表いたしました予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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   

現金預金 1,218,165 1,056,892

受取手形 69,731 69,503

完成工事未収入金 882,010 595,106

売掛金 235,584 84,062

未成工事支出金 114,717 103,668

仕掛品 69,487 19,284

材料貯蔵品 1,212 1,239

その他 126,964 122,253

貸倒引当金 △27,861 △27,684

流動資産合計 2,690,013 2,024,326

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 416,525 405,465

土地 1,520,934 1,520,934

その他（純額） 4,834 10,421

有形固定資産合計 1,942,294 1,936,821

無形固定資産 8,839 8,732

投資その他の資産   

投資有価証券 449,331 524,950

その他 224,884 205,006

貸倒引当金 △16,495 △16,785

投資その他の資産合計 657,720 713,171

固定資産合計 2,608,854 2,658,725

資産合計 5,298,867 4,683,051
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 198,727 151,700

工事未払金 566,069 393,981

買掛金 308,389 48,495

短期借入金 190,000 190,000

未払法人税等 32,033 11,821

賞与引当金 103,700 105,200

受注工事損失引当金 12,562 －

その他 372,862 290,344

流動負債合計 1,784,343 1,191,543

固定負債   

退職給付引当金 744,062 790,458

その他 213,605 226,710

固定負債合計 957,667 1,017,168

負債合計 2,742,011 2,208,711

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,310,825 1,310,825

資本剰余金 1,087,084 1,087,084

利益剰余金 198,901 62,651

自己株式 △129,253 △129,331

株主資本合計 2,467,557 2,331,229

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,298 143,110

評価・換算差額等合計 89,298 143,110

純資産合計 2,556,856 2,474,339

負債純資産合計 5,298,867 4,683,051
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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 1,845,712 2,039,646

売上原価 1,410,135 1,547,626

売上総利益 435,576 492,020

販売費及び一般管理費 550,254 610,921

営業損失（△） △114,678 △118,900

営業外収益   

受取配当金 6,728 7,849

受取手数料 2,820 4,103

その他 2,700 4,547

営業外収益合計 12,249 16,500

営業外費用   

支払利息 2,062 1,908

その他 103 476

営業外費用合計 2,165 2,384

経常損失（△） △104,594 △104,785

税引前四半期純損失（△） △104,594 △104,785

法人税、住民税及び事業税 7,389 7,389

法人税等調整額 － －

法人税等合計 7,389 7,389

四半期純損失（△） △111,984 △112,175
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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   

税引前四半期純損失（△） △104,594 △104,785

減価償却費 15,535 14,131

貸倒引当金の増減額（△は減少） △162 113

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,600 1,500

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △7,442

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,920 △12,562

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,644 46,395

受取利息及び受取配当金 △6,854 △7,993

支払利息 2,062 1,908

有形固定資産除却損 － 476

売上債権の増減額（△は増加） 491,340 407,294

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,778 61,224

仕入債務の増減額（△は減少） △210,581 △480,408

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,845 △28,385

その他の資産の増減額（△は増加） 12,602 5,402

その他の負債の増減額（△は減少） △5,127 △19,050

小計 95,718 △122,181

利息及び配当金の受取額 6,858 7,991

利息の支払額 △2,188 △1,812

法人税等の支払額 △14,787 △26,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,600 △142,266

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 △194,680 △194,682

定期預金の払戻による収入 244,679 194,680

有形固定資産の取得による支出 △370 △2,498

投資有価証券の取得による支出 △1,148 △1,176

リース投資資産の回収による収入 26,473 32,432

保険積立金の満期による収入 － 27,688

差入保証金の差入による支出 △113 △19,826

差入保証金の回収による収入 440 119

その他の支出 △1,317 △439

その他の収入 340 90

投資活動によるキャッシュ・フロー 74,303 36,389

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △26,787 △32,406

配当金の支払額 △29 △23,487

自己株式の取得による支出 △25 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,842 △55,972

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 133,061 △161,849

現金及び現金同等物の期首残高 542,987 996,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 676,049 834,627
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 該当事項はありません。 

  

 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）

（重要な後発事象）

５．補足情報

セグメント別売上高及び受注の状況

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)

増減

前事業年度 

(自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日)

区 分 金額(千円)
構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

受

注

高

建設事業 1,728,497 80.3 1,890,690 84.0 162,192 9.4 3,720,946 76.7

情報システム 

事業
389,452 18.1 327,656 14.5 △61,796 △15.9 1,064,094 21.9

不動産賃貸事業 33,315 1.6 34,021 1.5 706 2.1 66,925 1.4

合計 2,151,265 100.0 2,252,368 100.0 101,102 4.7 4,851,965 100.0

売

上

高

建設事業 1,408,315 76.3 1,585,827 77.7 177,512 12.6 3,450,167 75.7

情報システム 

事業
404,080 21.9 419,797 20.6 15,716 3.9 1,036,898 22.8

不動産賃貸事業 33,315 1.8 34,021 1.7 706 2.1 66,925 1.5

合計 1,845,712 100.0 2,039,646 100.0 193,934 10.5 4,553,991 100.0

受

注

残

高

建設事業 895,557 79.7 1,151,017 86.6 255,459 28.5 846,154 75.8

情報システム 

事業
228,167 20.3 177,850 13.4 △50,316 △22.1 269,992 24.2

不動産賃貸事業 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 1,123,725 100.0 1,328,867 100.0 205,142 18.3 1,116,146 100.0
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