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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 4,347 11.8 485 6.7 495 6.6 286 13.1
23年3月期第2四半期 3,887 5.8 455 13.4 464 14.9 253 △2.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 280百万円 （17.5％） 23年3月期第2四半期 238百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 68.02 66.70
23年3月期第2四半期 60.30 59.53

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,189 4,461 70.2
23年3月期 6,260 4,291 66.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,342百万円 23年3月期  4,181百万円

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

23年3月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
24年3月期 ― 20.00
24年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 8,400 0.3 1,039 2.0 1,050 4.5 535 1.8 127.23



(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 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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、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、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

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
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） 24年3月期2Q 4,531,413 株 23年3月期 4,525,113 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 306,519 株 23年3月期 320,019 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,210,805 株 23年3月期2Q 4,200,673 株



株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 24 年３月期 第２四半期決算短信 

（添付資料） 
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株式会社ソフトクリエイト(3371)平成 24 年３月期 第２四半期決算短信 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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わが国経済は、企業収益の改善や海外市場の回復により景気の持

ち直しが見られたものの、欧州を中心とする金融不安、為替レートの急激な変動、東日本大震災及び電

力供給不足等により、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループが属するＩＴ関連業界におきましては、ＥＣ市場の拡大を背景としたＥＣサイト構築需

要の増加はあるものの、競合各社の低価格競争は一層厳しさを増しており、経営環境は厳しい状況とな

っております。 

このような状況の中で、当社グループの中核事業であるＥＣサイト構築パッケージ「ｅｃｂｅｉｎｇ」

を活用したＥＣソリューション事業の業績拡大に注力した結果、ＥＣソリューション事業売上高の伸長

により、売上高は 43 億 47 百万円（前年同期比 11.8％増）、営業利益は４億 85 百万円（前年同期比 6.7％

増）、経常利益は４億 95 百万円（前年同期比 6.6％増）、四半期純利益は２億 86 百万円（前年同期比 13.1％

増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は61億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ71百万円の

減少となりました。これは、主に有形・無形固定資産が53百万円増加したものの、受取手形及び売掛金

が２億50百万円減少したこと等によるものであります。 

（負債の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は17億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億41百万

円の減少となりました。これは、主に買掛金が２億24百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は44億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億70百

万円の増加となりました。これは、主に利益剰余金が１億60百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年３月期の業績は、計画どおりに推移しており、平成 23 年５月９日に発表した業績予想から

変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

     該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,524,083 2,584,033

受取手形及び売掛金 1,669,327 1,419,248

商品 75,158 78,992

未成業務支出金 65,418 68,422

その他 215,380 279,563

貸倒引当金 △7,678 △10,337

流動資産合計 4,541,689 4,419,923

固定資産   

有形固定資産 207,947 216,579

無形固定資産 243,923 288,637

投資その他の資産   

投資有価証券 791,961 765,268

その他 493,864 521,041

貸倒引当金 △19,343 △22,431

投資その他の資産合計 1,266,482 1,263,878

固定資産合計 1,718,353 1,769,095

資産合計 6,260,042 6,189,019

負債の部   

流動負債   

買掛金 808,133 583,327

未払法人税等 263,838 229,693

賞与引当金 168,528 211,777

その他 481,823 448,092

流動負債合計 1,722,323 1,472,889

固定負債   

退職給付引当金 128,694 130,948

役員退職慰労引当金 117,986 123,870

固定負債合計 246,681 254,819

負債合計 1,969,004 1,727,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 843,312 844,333

資本剰余金 901,710 902,152

利益剰余金 2,817,711 2,977,973

自己株式 △319,827 △306,335

株主資本合計 4,242,906 4,418,123

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △60,942 △75,584

その他の包括利益累計額合計 △60,942 △75,584

新株予約権 18,356 19,514

少数株主持分 90,717 99,256

純資産合計 4,291,037 4,461,310

負債純資産合計 6,260,042 6,189,019
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 3,887,418 4,347,568

売上原価 2,626,624 2,982,960

売上総利益 1,260,794 1,364,608

販売費及び一般管理費 805,596 879,021

営業利益 455,197 485,586

営業外収益   

受取利息 2,789 5,818

受取配当金 297 542

貸倒引当金戻入額 3,900 －

受取手数料 － 5,600

その他 3,934 1,152

営業外収益合計 10,921 13,113

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 － 3,108

コミットメントライン手数料 1,378 －

その他 140 460

営業外費用合計 1,519 3,568

経常利益 464,600 495,131

特別利益   

固定資産売却益 － 14,594

貸倒引当金戻入額 3,811 －

特別利益合計 3,811 14,594

特別損失   

投資有価証券売却損 4,908 1,408

投資有価証券評価損 2,822 4,807

固定資産除却損 120 －

その他 － 350

特別損失合計 7,850 6,566

税金等調整前四半期純利益 460,560 503,159

法人税、住民税及び事業税 215,772 221,998

法人税等調整額 △12,658 △14,181

法人税等合計 203,113 207,816

少数株主損益調整前四半期純利益 257,447 295,343

少数株主利益 4,134 8,928

四半期純利益 253,312 286,415
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 257,447 295,343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,953 △15,031

その他の包括利益合計 △18,953 △15,031

四半期包括利益 238,493 280,312

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 233,993 271,773

少数株主に係る四半期包括利益 4,500 8,539
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

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 460,560 503,159

減価償却費 89,074 96,948

会員権償却 75 75

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,461 5,746

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,268 43,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,733 2,254

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,258 5,884

受取利息及び受取配当金 △3,086 △6,360

コミットメントライン手数料 1,378 －

株式報酬費用 5,315 3,696

有形固定資産売却損益（△は益） － △14,594

固定資産除却損 120 －

投資有価証券売却損益（△は益） 4,908 1,408

投資有価証券評価損益（△は益） 2,822 4,807

売上債権の増減額（△は増加） 271,797 250,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,074 △6,837

仕入債務の増減額（△は減少） △239,934 △223,321

前受金の増減額（△は減少） 33,519 △26,678

未払金の増減額（△は減少） 5,189 △30,767

破産更生債権等の増減額（△は増加） 17,560 △11,048

その他 △32,262 △14,133

小計 611,760 583,565

利息及び配当金の受取額 3,399 2,531

コミットメントライン手数料の支払額 △1,363 －

法人税等の支払額 △243,096 △256,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,700 329,705

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 △1,370,000 △1,250,000

定期預金の払戻による収入 1,300,000 1,100,000

有形固定資産の取得による支出 △19,830 △60,623

無形固定資産の取得による支出 △88,350 △111,675

有形固定資産の売却による収入 － 33,275

投資有価証券の取得による支出 △300,327 △299,369

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

45,091 298,341

貸付けによる支出 △20,000 △300

貸付金の回収による収入 4,272 3,576

敷金及び保証金の差入による支出 △61 △19,690

敷金の回収による収入 12,495 150

長期前払費用の取得による支出 △1,334 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △438,045 △306,316
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 2,034

ストックオプションの行使による収入 － 10,381

配当金の支払額 △63,139 △125,854

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,139 △113,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,483 △90,049

現金及び現金同等物の期首残高 1,178,688 1,124,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,048,204 1,034,033
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報等 

【セグメント情報】  

     前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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 

      (単位：千円) 

 報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 

ＥＣソリュー

ション事業 

システムイ

ンテグレー

ション事業

物品販売 

事業 

売上高  

外部顧客への売上高 1,502,279 1,010,173 1,374,965 3,887,418 ― 3,887,418

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,303 1,230 699 4,233 △4,233 ―

計 1,504,583 1,011,403 1,375,665 3,891,651 △4,233 3,887,418

セグメント利益 434,130 340,606 22,373 797,110 △332,510 464,600

（注）１ セグメント利益の調整額△332,510 千円は、セグメント間取引 20,070 千円、その他調整額 9,151 千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△361,732 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない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経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 
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 当第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） 

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 

  (単位：千円) 

 報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 

ＥＣソリュー

ション事業 

システムイ

ンテグレー

ション事業

物品販売 

事業 

売上高  

外部顧客への売上高 1,974,756 942,851 1,429,960 4,347,568 ― 4,347,568

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,402 ― 1,646 4,049 △4,049 ―

計 1,977,159 942,851 1,431,607 4,351,618 △4,049 4,347,568

セグメント利益 491,371 345,042 42,151 878,564 △383,433 495,131

（注）１ セグメント利益の調整額△383,433 千円は、セグメント間取引 20,400 千円、その他調整額 10,462 千円、

各報告セグメントに配分していない全社費用△414,296 千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない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経常利益と調整を行っております。 

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（７）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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