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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,231 ― 213 ― 222 ― 246 ―

23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 56.12 ―

23年3月期第2四半期 ― ―

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 6,499 3,978 61.2
23年3月期 6,441 3,782 58.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,978百万円 23年3月期  3,782百万円

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00
24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 15.00 25.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 13,500 8.7 440 28.1 440 3.2 320 △58.9 72.81



(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） 

4.  その他

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 4,395,000 株 23年3月期 4,395,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 220 株 23年3月期 220 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,394,780 株 23年3月期2Q 4,394,846 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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想は、現時点入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確実な要素等の要因により、実際の業績
は記載見通しとは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２四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興に向けた動きが進む一方で、原発災害の長期化

や、電力供給の懸念、欧州での信用不安と急速な円高の進行など、依然不透明な状況で推移いたしました。 

 情報サービス業界においては、震災を契機とする情報システムの安全性の見直しや、スマートフォン市場の拡大

などによる需要回復の兆しが見られる一方、不透明な事業環境の下、依然企業の情報化投資は抑制傾向が続いてお

ります。 

    このような状況のなか、当社は幅広いユーザー企業との取引拡大に向けた受注活動の推進と、ソフトウェア開発

   及びシステム運用管理の効率化を進めました。     

    この結果、当第２四半期累計期間における経営成績は、売上高6,231,180千円、営業利益213,249千円、経常利益

   222,668千円、四半期純利益は246,656千円となりました。 

  

（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における流動資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が 千円増加したことによるものであります。固定資産は 千円と

なり前事業年度末に比べ 千円減少いたしました。これは主にソフトウェアの減価償却による減少 千

円によるものであります。 

 この結果、総資産は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加いたしました。 

  

 当第２四半期会計期間末における流動負債は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加いたしま

した。これは主に短期借入金が 千円減少したこと、未払法人税等が 千円増加したことによるもので

あります。固定負債は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしました。これは主に退職給

付引当金 千円の減少によるものであります。 

 この結果、負債合計は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円減少いたしました。 

  

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は 千円となり、前事業年度末に比べ 千円増加いた

しました。これは主に利益剰余金 千円の増加によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 国内経済は、不安定な世界経済や急激な円高の影響など依然不透明な状況が継続しております。 

 このような環境で、当社の顧客企業における情報化投資の動向も見通しが困難なものとなっております。 

 以上のことから、業績予想につきましては平成23年７月29日の「平成24年3月期 第1四半期決算短信」で公表い

たしました通期の業績予想から変更しておりません。 

 なお、本資料に記載されている業績見通し等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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,935,476 268,290

226,199 1,564,218

210,292 193,195

6,499,694 57,998

2,018,806 7,885

100,000 106,826

502,053 145,991

193,559

2,520,859 138,106

3,978,834 196,104

202,708
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,526,305 2,752,504

受取手形及び売掛金 1,838,920 1,733,429

商品 2,358 31,401

仕掛品 122,999 153,979

その他 179,184 265,898

貸倒引当金 △2,582 △1,737

流動資産合計 4,667,185 4,935,476

固定資産   

有形固定資産 162,554 257,166

無形固定資産   

ソフトウエア 692,969 499,773

その他 15,222 14,810

無形固定資産合計 708,191 514,584

投資その他の資産   

投資有価証券 369,766 357,559

その他 542,496 443,392

貸倒引当金 △8,498 △8,484

投資その他の資産合計 903,764 792,467

固定資産合計 1,774,510 1,564,218

資産合計 6,441,696 6,499,694

負債の部   

流動負債   

買掛金 462,291 414,086

短期借入金 966,660 866,660

未払法人税等 21,898 128,724

賞与引当金 200,101 206,666

その他 359,970 402,668

流動負債合計 2,010,921 2,018,806

固定負債   

長期借入金 133,340 100,010

退職給付引当金 451,714 258,155

その他 62,989 143,887

固定負債合計 648,044 502,053

負債合計 2,658,966 2,520,859
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 1,196,550 1,196,550

利益剰余金 1,856,980 2,059,689

自己株式 △122 △122

株主資本合計 3,803,408 4,006,116

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,677 △27,281

評価・換算差額等合計 △20,677 △27,281

純資産合計 3,782,730 3,978,834

負債純資産合計 6,441,696 6,499,694
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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）

当第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) 

売上高 6,231,180

売上原価 5,469,317

売上総利益 761,863

販売費及び一般管理費 548,613

営業利益 213,249

営業外収益  

受取利息 368

受取配当金 2,978

受取保険金 5,000

その他 5,921

営業外収益合計 14,267

営業外費用  

支払利息 3,992

その他 856

営業外費用合計 4,848

経常利益 222,668

特別利益  

退職給付制度改定益 203,564

特別利益合計 203,564

特別損失  

投資有価証券評価損 665

特別損失合計 665

税引前四半期純利益 425,568

法人税、住民税及び事業税 112,309

法人税等調整額 66,602

法人税等合計 178,912

四半期純利益 246,656
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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