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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 4,476 10.4 264 0.1 246 △5.3 132 3.3
24年3月期第2四半期 4,055 △13.8 264 △28.4 260 △29.2 128 168.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 120百万円 （1.2％） 24年3月期第2四半期 119百万円 （469.4％）

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 17.64 ―
24年3月期第2四半期 17.07 ―

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

25年3月期第2四半期 5,591 3,913 69.7 519.39
24年3月期 5,448 3,920 71.6 520.36
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,895百万円 24年3月期  3,903百万円

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  
    25年3月期（予想）期末配当金の内訳  普通配当 17円00銭、記念配当 5円00銭 

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 ― 17.00 17.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 22.00 22.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（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 9,000 6.7 620 18.4 630 18.1 350 197.2 46.66



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、（添付資料）２ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項 (1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結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 
（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）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。また、当社は平成24年10月29日（月）に機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会の
動画については、開催後当社ホームページにて通知する予定です。 

※  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   ：  有
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 7,639,920 株 24年3月期 7,639,920 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 139,456 株 24年3月期 139,276 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,500,430 株 24年3月期2Q 7,500,827 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災の復興需要により企業の設備投資や消費動向に復

調の兆しが見えはじめているものの、引き続き原子力災害の影響による電力供給問題や欧州債務危機問題の深刻

化、慢性的なデフレ経済や円高の長期化等により、依然として景気の先行きは不透明な状態が続いております。 

 情報サービス業界におきましては、顧客企業における内製化や保守・運用コストの削減等、全般的にはＩＴ投資

の抑制傾向が続いております。また、海外経済の下振れ及び円高基調の継続等による日本経済への影響によって

は、更なる需要の減少と企業間競争の激化による価格低下が進む等、引き続き厳しい状況が続くと予想されます。

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、金融業における銀行向け案件、保険会社向け案件を中心

とした既存顧客からの継続案件の維持・拡大に努めた結果、売上高は堅調に推移いたしました。 

 その結果、当社グループの売上高は4,476百万円（前年同期比10.4％増）となりました。また、営業利益は264百

万円（同0.1％増）、経常利益は246百万円（同5.3％減）、四半期純利益は132百万円（同3.3％増）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は4,793百万円となり、前連結会計年度末に比べ177百万円増加い

たしました。これは主に有価証券の増加150百万円及び売上債権の増加71百万円によるものです。また、固定資産

合計は797百万円となり、前連結会計年度末と比較して34百万円減少いたしました。 

 これらの結果、総資産は5,591百万円となり、前連結会計年度末に比べ143百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,331百万円となり、前連結会計年度末に比べ162百万円増加い

たしました。これは主に未払法人税等が89百万円増加したこと及び賞与引当金が60百万円増加したことによるもの

です。固定負債は346百万円となり、前連結会計年度末と比較して12百万円減少いたしました。 

 これらの結果、負債合計は1,678百万円となり、前連結会計年度末に比べ150百万円増加いたしました。 

（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3,913百万円となり、前連結会計年度末に比べ７百万円減少

いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少９百万円によるものです。 

 この結果、自己資本比率は69.7％（前連結会計年度末は71.6％）となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く厳しい環境は依然として継続しておりますが、第３四半期以降においては、銀行向け案

件の拡大、総合スーパー向け案件の拡大により金融業・流通業向け案件を中心に売上高・利益の確保に努めてまい

ります。したがって、連結業績予想につきましては、前回発表（平成24年4月27日）の通期連結業績予想に変更は

ありません。 

 なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在する

さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益の金額に与える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

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,525,167 2,457,552

売掛金 1,559,453 1,631,112

有価証券 300,000 450,000

仕掛品 61,040 55,631

その他 170,474 199,563

貸倒引当金 △714 △498

流動資産合計 4,615,421 4,793,362

固定資産   

有形固定資産 99,419 96,418

無形固定資産 3,573 3,548

投資その他の資産 729,762 697,981

固定資産合計 832,755 797,948

資産合計 5,448,176 5,591,311

負債の部   

流動負債   

買掛金 415,117 398,685

短期借入金 280,000 280,000

未払法人税等 52,102 141,267

賞与引当金 194,988 255,093

役員賞与引当金 78 921

その他 226,397 255,172

流動負債合計 1,168,683 1,331,141

固定負債   

退職給付引当金 116,432 102,850

役員退職慰労引当金 197,228 197,320

その他 45,462 46,733

固定負債合計 359,122 346,905

負債合計 1,527,806 1,678,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 2,495,788 2,500,581

自己株式 △75,263 △75,350

株主資本合計 3,897,522 3,902,228

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,603 3,176

為替換算調整勘定 △7,109 △9,712

その他の包括利益累計額合計 5,494 △6,535

少数株主持分 17,352 17,572

純資産合計 3,920,369 3,913,264

負債純資産合計 5,448,176 5,591,311
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 4,055,363 4,476,579

売上原価 3,387,857 3,812,203

売上総利益 667,505 664,376

販売費及び一般管理費   

役員賞与引当金繰入額 161 851

賞与引当金繰入額 18,368 18,508

退職給付費用 4,369 4,409

役員退職慰労引当金繰入額 7,705 7,712

その他 372,597 368,453

販売費及び一般管理費 403,202 399,934

営業利益 264,302 264,441

営業外収益   

受取利息 781 1,128

受取配当金 3,853 2,980

その他 10,376 3,651

営業外収益合計 15,011 7,761

営業外費用   

支払利息 1,897 1,892

投資有価証券評価損 13,980 21,440

その他 2,830 2,005

営業外費用合計 18,708 25,338

経常利益 260,606 246,864

税金等調整前四半期純利益 260,606 246,864

法人税等合計 133,481 114,241

少数株主損益調整前四半期純利益 127,124 132,623

少数株主利益又は少数株主損失（△） △930 318

四半期純利益 128,055 132,305
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 127,124 132,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,164 △9,427

為替換算調整勘定 △912 △2,702

その他の包括利益合計 △8,077 △12,129

四半期包括利益 119,047 120,493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 120,040 120,274

少数株主に係る四半期包括利益 △993 219
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 260,606 246,864

減価償却費 10,991 11,806

引当金の増減額（△は減少） △89,768 45,371

受取利息及び受取配当金 △4,634 △4,109

支払利息 1,897 1,892

投資有価証券評価損（△は戻入益） 13,980 21,440

売上債権の増減額（△は増加） 63,473 △72,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,053 5,359

仕入債務の増減額（△は減少） △48,925 △16,438

その他 △66,138 28,267

小計 157,534 268,306

利息及び配当金の受取額 4,974 3,853

利息の支払額 △1,821 △1,811

法人税等の支払額 △159,546 △46,724

法人税等の還付額 － 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,141 223,627

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △150,000

有価証券の償還による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,740 △3,838

投資有価証券の取得による支出 △5,565 △4,717

投資有価証券の償還による収入 50,000 －

その他 4,460 △2,404

投資活動によるキャッシュ・フロー 93,155 △160,961

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △128 △87

配当金の支払額 △124,994 △127,031

リース債務の返済による支出 － △1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,123 △128,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △508 △1,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,335 △67,614

現金及び現金同等物の期首残高 2,375,687 2,405,167

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,344,352 2,337,552
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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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