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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 7,207 1.6 555 6.3 561 4.7 323 3.9
25年3月期第3四半期 7,096 16.6 522 97.2 536 97.9 311 316.0

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

26年3月期第3四半期 47.96 ―

25年3月期第3四半期 45.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 6,775 3,913 57.8
25年3月期 7,512 4,180 55.7

（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,913百万円 25年3月期 4,180百万円

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 ： 有 
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年3月期 ― 0.00 ―

26年3月期（予想） 22.00 22.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 10,000 3.9 830 12.4 835 10.9 480 10.1 72.97



(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 ： 無

②①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） 26年3月期3Q 6,932,996 株 25年3月期 6,932,996 株

② 期末自己株式数 26年3月期3Q 866,623 株 25年3月期 145,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 6,744,911 株 25年3月期3Q 6,787,213 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、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）   
 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「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策を背景にした円高是正

と株価上昇により、企業の収益改善や個人消費の持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復が続きま

した。 

当社が属する情報サービス業界におきましては、経済対策の波及効果もあり、先送りしてきたシステム

開発案件等の需要も見込まれ、金融業や製造業を中心にソフトウェア投資は回復傾向にあります。 

このような経営環境のもと、当社は主要マーケットである金融系分野において、損害保険系システム統

合案件や証券系共同システム案件などの大型案件が順次終了するなか、銀行系業務や生命保険系業務の売

上が増加いたしました。また、金融系分野以外の取引拡大についても積極的な営業活動を展開してまいり

ました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は7,207百万円（前年同期比1.6％増）、営業利

益は555百万円（同6.3％増）、経常利益は561百万円（同4.7％増）、四半期純利益は323百万円（同3.9％

増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①ソフトウェア開発 

当社の中心的なビジネス領域である金融系分野の売上高は5,882百万円（前年同期比1.2%減）となりま

した。 

情報系システムを中心に受注が拡大した銀行系業務は1,105百万円（同80.8％増）と前年同期を大幅に

上回り、継続案件が拡大した生命保険系業務は1,350百万円（同27.2％増）と好調に推移しました。 

一方、損害保険系業務、証券系業務は大型案件終了に伴い、それぞれ2,261百万円（同17.2％減）、 

1,051百万円（同29.6％減）となりました。 

金融系分野以外では、通信系業務が316百万円（同31.9％減）と前年同期を下回ったものの、積極的な

営業活動により運輸・郵便系業務は182百万円（同63.6％増）と大きく伸展し、新たに開拓した医療・福

祉系業務は185百万円となりました。 

これらの結果、ソフトウェア開発の売上高は6,950百万円（同1.5％増）となりました。 

②情報システムサービス等 

主たる業務であるコンピュータ運用管理業務は順調に推移し、情報システムサービス等の売上高は257

百万円（前年同期比5.0％増）となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

当第３四半期会計期間末における総資産は6,775百万円となり前事業年度末に比べ736百万円減少してお

ります。これは主として、仕掛品が178百万円、投資有価証券が29百万円増加し、現金及び預金が780百万

円、売掛金が54百万円、繰延税金資産（流動資産）が94百万円、のれんが39百万円減少したことによりま

す。また、負債合計は2,862百万円となり前事業年度末に比べ469百万円減少しております。これは主とし

て、未払費用が27百万円、退職給付引当金が84百万円増加し、買掛金が216百万円、未払金が41百万円、未

払法人税等が161百万円、賞与引当金が157百万円減少したことによります。純資産は3,913百万円となり、

前事業年度末に比べ267百万円減少しております。これは主として、四半期純利益323百万円の計上による

増加、剰余金の配当135百万円及び自己株式の取得474百万円による減少があったことによります。これら

の結果、自己資本比率は57.8％となり、前事業年度末に比べ2.1ポイント増加しております。 

 

(3)  業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

なお、上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 該当事項はありません 
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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25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,594,318 3,814,051

売掛金 1,272,993 1,218,144

有価証券 405,363 405,539

仕掛品 6,151 184,223

繰延税金資産 180,948 86,881

その他 56,023 61,332

貸倒引当金 △4,446 △4,363

流動資産合計 6,511,352 5,765,809

固定資産   

有形固定資産 32,836 28,817

無形固定資産   

のれん 53,139 13,284

その他 60,930 52,623

無形固定資産合計 114,069 65,908

投資その他の資産   

投資有価証券 84,871 114,538

繰延税金資産 619,960 643,528

その他 154,184 162,118

貸倒引当金 △4,750 △4,750

投資その他の資産合計 854,266 915,434

固定資産合計 1,001,172 1,010,160

資産合計 7,512,525 6,775,969
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 710,892 494,296

リース債務 3,086 3,125

未払金 66,394 24,775

未払費用 137,859 165,208

未払法人税等 190,820 29,501

賞与引当金 335,709 178,114

受注損失引当金 － 4,352

その他 156,051 137,181

流動負債合計 1,600,813 1,036,554

固定負債   

リース債務 12,742 10,395

退職給付引当金 1,609,626 1,694,086

役員退職慰労引当金 108,442 121,373

固定負債合計 1,730,811 1,825,855

負債合計 3,331,624 2,862,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 526,584 526,584

資本剰余金 531,902 531,902

利益剰余金 3,189,469 3,377,226

自己株式 △71,139 △545,342

株主資本合計 4,176,816 3,890,369

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,084 23,190

評価・換算差額等合計 4,084 23,190

純資産合計 4,180,901 3,913,559

負債純資産合計 7,512,525 6,775,969
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,096,167 7,207,928

売上原価 5,809,014 5,877,124

売上総利益 1,287,153 1,330,804

販売費及び一般管理費 764,913 775,438

営業利益 522,240 555,366

営業外収益   

受取利息 294 275

受取配当金 2,116 1,836

保険返戻金 729 1,225

保険事務手数料 821 804

貸倒引当金戻入額 626 83

投資有価証券売却益 7,550 －

保険配当金 1,278 1,404

その他 1,061 984

営業外収益合計 14,478 6,613

営業外費用   

支払利息 － 120

固定資産除却損 － 65

営業外費用合計 － 185

経常利益 536,718 561,794

税引前四半期純利益 536,718 561,794

法人税、住民税及び事業税 136,098 178,359

法人税等調整額 89,217 59,937

法人税等合計 225,315 238,297

四半期純利益 311,402 323,497
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(3) 四半期財務諸表に関する注記 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

（自己株式の取得） 

当社は平成25年12月13日開催の取締役会において自己株式の取得を決議し、平成25年12月16

日付で自己株式720,300株（取得価額473,957千円）の取得を実施いたしました。これにより、

当第３四半期会計期間末において自己株式が545,342千円（866,623株）となりました。 
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４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当第３四半期累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  生産高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 7,172,388 105.1

情報システムサービス等 257,099 105.0

合計 7,429,487 105.1

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当第３四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  受注高(千円) 前年同四半期比(％)  受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 7,147,904 106.9 1,784,304 104.7

情報システムサービス等 345,047 305.4 332,040 400.0

合計 7,492,952 110.2 2,116,344 118.4

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第３四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

セグメントの名称  販売高(千円) 前年同四半期比(％) 

ソフトウェア開発 6,950,829 101.5

情報システムサービス等 257,099 105.0

合計 7,207,928 101.6

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当第３四半期累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 

前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱野村総合研究所 3,030,086 42.7 2,546,486 35.3 

      (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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