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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の長期化や新興国の成長鈍化などが景気の下振

れリスクとして残るものの、金融緩和や各種経済政策を背景として円安・株高が進行し、緩やかながら景気回復に

向けた動きがみられました。  

 当社グループの属する情報サービス分野においても、内需を中心として企業のＩＴ投資は徐々に増加の傾向が

見られました。 

 このような状況の下、当社グループでは前期に引き続き、主要顧客との信頼関係に基づく案件受注、営業力の

強化、固定費の削減、外注費その他諸経費の圧縮等を行ってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同四半期比14.1%増）、営業利益

は 千円（前年同期は△ 千円の営業損失）、経常利益は 千円（前年同期は△ 千円の経常

損失）、四半期純利益は 千円（前年同期は△ 千円の四半期純損失）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 情報処理サービス事業 

 情報処理サービス事業につきましては、継続案件の受注や新規案件の受注確保に注力し、かつ諸経費等の見直

しやグループ会社の統廃合による合理化を行ってまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同期比14.1%増）、営業利益

千円（前年同期は△ 千円の営業損失）となりました。 

② システム開発事業 

 システム開発事業につきましては、主要顧客からの高利益案件が増加いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同四半期比14.6％増）、営業利

益 千円（前年同期は△ 千円の営業損失）となりました。 

③ アッセンブリー事業 

 アッセンブリー事業につきましては、主要顧客からの受注が順調に推移いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 千円（前年同四半期比10.9％増）、営業利益

千円（同58.3％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が 千円となり、売上債権の減少 千円、未払金の減少 千円、たな卸資産の増加 千

円により、当第２四半期連結会計期間末には 千円となりました。その結果資金残高は、前連結会計年度

末に比べ 千円増加となりました。  

 当第２四半期連結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） 

 営業活動により獲得した資金は 千円（前年同四半期は 千円の獲得）となりました。これは主に売

上債権の減少 千円、未払金の減少 千円、たな卸資産の増加 千円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） 

 投資活動に使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使用）となりました。これは主に無形

固定資産の取得による支出 千円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） 

 財務活動に使用した資金は 千円（前年同四半期は 千円の使用）となりました。これは主に配当

金の支払額 千円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、平成25年５月10日付の「平成25年３月期 決算短信」にて公表しました業績予想

の変更はありません。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,850,827

74,409 59,184 76,807 56,711

37,848 34,241

751,159 3,445

58,248

1,829,204

24,983 29,976

270,463

45,980

76,670 206,117 △64,773 △72,697

2,773,593

132,501

201,074 158,950

206,117 △64,773 △72,697

△17,237 △15,657

△9,076

△51,335 △36,616

36,616
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

 なお、有限会社イメージ・テン（八王子）は平成25年３月31日付で解散を決議し、平成25年６月13日付で清算結

了いたしました。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。  

   

   

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641,091 2,773,593

受取手形及び売掛金 1,079,936 873,819

商品及び製品 11,279 12,312

仕掛品 84,300 151,366

原材料及び貯蔵品 16,608 21,208

その他 118,926 112,850

貸倒引当金 △385 △309

流動資産合計 3,951,758 3,944,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 343,871 343,871

減価償却累計額 △206,281 △211,854

建物及び構築物（純額） 137,590 132,016

機械装置及び運搬具 20,157 18,400

減価償却累計額 △18,198 △16,896

機械装置及び運搬具（純額） 1,959 1,504

土地 112,278 112,278

建設仮勘定 1,396 －

その他 175,995 181,938

減価償却累計額 △155,062 △158,938

その他（純額） 20,933 23,000

有形固定資産合計 274,158 268,800

無形固定資産   

のれん 86,257 71,890

ソフトウエア 25,715 35,733

その他 20,350 9,906

無形固定資産合計 132,323 117,530

投資その他の資産   

投資有価証券 47,045 49,603

長期貸付金 3,876 5,486

繰延税金資産 164,672 163,914

その他 219,712 223,298

投資その他の資産合計 435,306 442,302

固定資産合計 841,788 828,632

資産合計 4,793,546 4,773,471
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,349 29,454

未払金 319,933 255,159

未払法人税等 16,082 41,556

賞与引当金 148,444 180,820

受注損失引当金 5,660 －

役員退職慰労引当金 11,930 －

その他 106,273 110,608

流動負債合計 643,672 617,600

固定負債   

退職給付引当金 596,528 610,770

役員退職慰労引当金 45,509 48,806

固定負債合計 642,038 659,576

負債合計 1,285,710 1,277,176

純資産の部   

株主資本   

資本金 333,906 333,906

資本剰余金 293,182 293,182

利益剰余金 2,937,570 2,938,801

自己株式 △85,218 △85,218

株主資本合計 3,479,440 3,480,672

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,794 14,592

その他の包括利益累計額合計 12,794 14,592

少数株主持分 15,600 1,029

純資産合計 3,507,835 3,496,294

負債純資産合計 4,793,546 4,773,471
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,498,147 2,850,827

売上原価 2,057,517 2,287,183

売上総利益 440,630 563,643

販売費及び一般管理費 499,815 489,234

営業利益又は営業損失（△） △59,184 74,409

営業外収益   

受取利息 95 89

受取配当金 1,021 994

投資不動産賃貸料 480 480

雑収入 1,022 984

営業外収益合計 2,619 2,547

営業外費用   

不動産賃貸原価 145 149

投資事業組合運用損 0 0

営業外費用合計 146 149

経常利益又は経常損失（△） △56,711 76,807

特別利益   

固定資産売却益 9 －

特別利益合計 9 －

特別損失   

固定資産除却損 2,764 136

投資有価証券評価損 998 －

保険解約損 7,409 －

特別損失合計 11,171 136

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△67,874 76,670

法人税等 △34,390 38,674

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△33,484 37,996

少数株主利益 757 148

四半期純利益又は四半期純損失（△） △34,241 37,848
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△33,484 37,996

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,148 1,797

その他の包括利益合計 △5,148 1,797

四半期包括利益 △38,632 39,794

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,390 39,646

少数株主に係る四半期包括利益 757 148
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△67,874 76,670

減価償却費 26,578 21,164

のれん償却額 14,367 14,367

有形固定資産除却損 2,308 136

無形固定資産除却損 455 －

移転費用引当金の増減額（△は減少） △3,090 －

投資有価証券評価損益（△は益） 998 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,553 32,376

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,724 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,194 14,241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,779 △8,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 △75

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △5,660

受取利息及び受取配当金 △1,117 △1,083

売上債権の増減額（△は増加） 337,253 206,117

未払金の増減額（△は減少） △52,242 △64,773

たな卸資産の増減額（△は増加） △86,509 △72,697

仕入債務の増減額（△は減少） △4,583 △5,894

その他 30,469 9,830

小計 205,167 216,087

利息及び配当金の受取額 1,115 1,081

法人税等の支払額 △47,331 △16,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,950 201,074

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 △11,134 △6,441

有形固定資産の売却による収入 105 －

無形固定資産の取得による支出 △5,542 △9,076

貸付けによる支出 △200 △4,025

貸付金の回収による収入 1,115 2,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,657 △17,237

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △36,616 △36,616

少数株主への清算分配金の支払額 － △14,719

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,616 △51,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,677 132,501

現金及び現金同等物の期首残高 2,577,969 2,641,091

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,684,646 2,773,593
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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） 

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）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報     

    （注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

   

（４）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 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高                                    

外部顧客に対す

る売上高 
 658,070  1,596,271  243,805  2,498,147  －  2,498,147

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  658,070  1,596,271  243,805  2,498,147  －  2,498,147

セグメント利益又

は損失（△） 
 △58,248  △29,976  29,040  △59,184  －  △59,184

  （単位：千円）

   報告セグメント 

 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額   

情報処理サ
ービス 

システム開
発 

アッセンブ
リー 

合計 

売上高                                    

外部顧客に対す

る売上高 
 751,159  1,829,204  270,463  2,850,827  －  2,850,827

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  751,159  1,829,204  270,463  2,850,827  －  2,850,827

セグメント利益  3,445  24,983  45,980  74,409  －  74,409
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