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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 3,527 △0.3 145 112.4 150 87.8 77 140.5
24年3月期第2四半期 3,536 ― 68 ― 79 ― 32 ―

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

25年3月期第2四半期 8.78 ―
24年3月期第2四半期 3.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 3,462 1,736 50.2
24年3月期 3,530 1,737 49.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,736百万円 24年3月期  1,737百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 7,700 2.1 300 13.9 300 8.0 150 25.4 16.93
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(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   ：  有
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） 25年3月期2Q 9,210,960 株 24年3月期 9,210,960 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 351,862 株 24年3月期 351,791 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,859,112 株 24年3月期2Q 8,977,169 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、四半期財務諸表に対する
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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間における我が国経済は、震災復興需要などにより緩やかに回復する兆しが見られました

が、欧州債務問題の長期化や円相場の高止まりに加え、電力供給問題など、依然として先行き不透明な状況が続き

ました。情報サービス業界においては、国内景気の停滞により、企業の情報化投資への慎重姿勢が継続している状

況にあります。

このような状況の中、当社は、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細かい提

案活動を展開した結果、金融系の保険及び官庁の入札案件等が好調に推移しましたが、クレジット大規模案件にお

ける工程見直し等があり、売上高 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同期比 

％増）、経常利益 百万円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比 ％増）となり

ました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第２四半期会計期間末の総資産は、売掛金の減少等により前事業年度末に比べ 百万円減少し、 百万円

となりました。

また、当第２四半期会計期間末の純資産は、配当金の支払等により前事業年度末に比べ 百万円減少し、

百万円となりました。

以上の結果、当第２四半期会計期間末の自己資本比率は前事業年度末に比べ ポイント上昇し、 ％となり

ました。

(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、前会計年度末と比較して 

百万円増加し、当第２四半期会計期間末残高は 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)

営業活動の結果得られた資金は、 百万円（前年同期比 ％増）となりました。これは主に、税引前四半

期純利益 百万円、売上債権の減少 百万円、仕入債務の増加 百万円等による資金の増加があったことに

対し、たな卸資産の増加 百万円、法人税等の支払 百万円等による資金の減少があったことによるものであ

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、 百万円（前年同期比 ％減）となりました。これは主に、敷金及び保証

金の回収による収入 百万円があったことに対し、パソコン等の開発設備等の有形固定資産の取得による支出 百

万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 百万円等による資金の減少があったことによるもので

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、 百万円（前年同期比 ％増）となりました。これは主に、短期借入金

の返済による支出 百万円、配当金の支払 百万円によるものであります。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年５月11日付「平成24年３月期決算短信」で開示いたし

ました業績予想を変更しておりません。

今後、業績予想に変更等が生じる場合は、速やかに開示いたします。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,527 0.3 145 112.4

150 87.8 77 140.5

67 3,462

1 1,736

1.0 50.2

372

807

491 288.8

141 454 30

49 109

18 63.9

6 6

15

100 217.1

30 70

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24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 435,278 807,334

受取手形及び売掛金 1,949,457 1,495,454

仕掛品 395,399 445,227

繰延税金資産 106,514 111,606

その他 46,980 36,350

貸倒引当金 △1,940 △1,320

流動資産合計 2,931,689 2,894,654

固定資産

有形固定資産

建物 178,585 182,632

減価償却累計額 △122,597 △126,941

建物（純額） 55,987 55,690

構築物 7,457 7,457

減価償却累計額 △6,397 △6,475

構築物（純額） 1,060 982

車両運搬具 8,265 8,265

減価償却累計額 △6,566 △6,929

車両運搬具（純額） 1,699 1,335

工具、器具及び備品 124,533 114,052

減価償却累計額 △104,504 △94,264

工具、器具及び備品（純額） 20,028 19,788

土地 43,171 32,998

有形固定資産合計 121,948 110,794

無形固定資産

ソフトウエア 40,883 30,043

ソフトウエア仮勘定 － 4,912

その他 2,791 2,791

無形固定資産合計 43,675 37,747

投資その他の資産

投資有価証券 116,282 106,085

出資金 10 10

会員権 8,619 8,619

敷金及び保証金 135,204 129,192

役員に対する保険積立金 16,586 16,054

繰延税金資産 155,997 159,350

投資その他の資産合計 432,699 419,312

固定資産合計 598,323 567,854

資産合計 3,530,013 3,462,509
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 241,225 271,970

短期借入金 450,000 420,000

未払法人税等 120,784 80,317

賞与引当金 189,018 210,470

受注損失引当金 8,400 8,000

その他 339,600 291,264

流動負債合計 1,349,029 1,282,022

固定負債

退職給付引当金 381,994 389,380

資産除去債務 32,948 32,948

長期未払金 28,166 21,466

固定負債合計 443,109 443,795

負債合計 1,792,139 1,725,818

純資産の部

株主資本

資本金 459,237 459,237

資本剰余金 61,191 61,191

利益剰余金 1,297,703 1,304,592

自己株式 △82,076 △82,088

株主資本合計 1,736,055 1,742,931

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,818 △6,240

評価・換算差額等合計 1,818 △6,240

純資産合計 1,737,873 1,736,691

負債純資産合計 3,530,013 3,462,509
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

売上高 3,536,596 3,527,079

売上原価 2,932,522 2,900,805

売上総利益 604,073 626,274

販売費及び一般管理費 535,479 480,599

営業利益 68,594 145,675

営業外収益

受取利息 67 71

受取配当金 2,877 2,429

助成金収入 7,498 －

その他 2,490 4,064

営業外収益合計 12,934 6,564

営業外費用

支払利息 1,632 2,182

営業外費用合計 1,632 2,182

経常利益 79,895 150,057

特別利益

受取和解金 － 2,000

特別利益合計 － 2,000

特別損失

減損損失 － 10,173

固定資産除却損 4,431 －

訴訟和解金 14,023 －

特別損失合計 18,454 10,173

税引前四半期純利益 61,441 141,883

法人税、住民税及び事業税 46,669 68,486

法人税等調整額 △17,560 △4,365

法人税等合計 29,109 64,120

四半期純利益 32,331 77,762
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 61,441 141,883

減価償却費 26,423 21,827

減損損失 － 10,173

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,208 △620

賞与引当金の増減額（△は減少） 40,040 21,452

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,715 7,386

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △400

受取利息及び受取配当金 △2,945 △2,500

支払利息 1,632 2,182

未収入金の増減額（△は増加） 24,173 7,145

未払金の増減額（△は減少） △6,213 △19,560

長期未払金の増減額（△は減少） △31,446 △6,700

固定資産除却損 4,431 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,844 454,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,699 △49,828

仕入債務の増減額（△は減少） 71,114 30,744

その他 13,733 △17,100

小計 145,036 600,088

利息及び配当金の受取額 2,945 2,500

利息の支払額 △1,629 △2,210

法人税等の支払額 △19,992 △109,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,359 491,337

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 △13,628 △6,957

無形固定資産の取得による支出 △21,127 △15,505

投資有価証券の取得による支出 △2,424 △1,943

敷金及び保証金の差入による支出 △13,742 △71

敷金及び保証金の回収による収入 － 6,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,922 △18,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 40,000 △30,000

自己株式の取得による支出 － △12

配当金の支払額 △71,817 △70,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,817 △100,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,620 372,056

現金及び現金同等物の期首残高 486,243 435,278

現金及び現金同等物の四半期末残高 529,863 807,334
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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