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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日） 

（注）当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり四半期純利益につきましては、
当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。１株当たり純資産につきましては、当該分
割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。  

(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12月期第2四半期 13,545 21.7 1,570 116.7 1,697 111.1 1,037 123.8
24年12月期第2四半期 11,126 △5.5 724 △55.5 804 △53.0 463 △56.8

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 1,087百万円 （126.9％） 24年12月期第2四半期 479百万円 （△52.6％）

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12月期第2四半期 23.20 ―
24年12月期第2四半期 10.26 ―

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12月期第2四半期 16,446 12,368 74.3 274.03
24年12月期 14,830 11,766 78.5 258.65
（参考） 自己資本  25年12月期第2四半期  12,228百万円 24年12月期  11,645百万円

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  
当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成25年12月期（予想）の期末配当金につきま
しては、当該分割を考慮した額を記載しております。 

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12月期 ― 750.00 ― 750.00 1,500.00
25年12月期 ― 750.00
25年12月期（予想） ― 7.50 ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  
当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成25年12月期の連結業績予想における１株
当たり当期純利益につきましては、当該分割を考慮して額を記載しております。 

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 25,700 10.0 3,200 65.4 3,250 57.9 1,800 54.1 40.34



(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  ：  有  
 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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数につきましては、当該分
割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

※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 
１．業績予想について 
 上記記載の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。なお、上記の予想の前提条件その他
の関連する事項については、四半期決算短信（添付資料）３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。 
 
２．株式分割について 
 当社は、平成25年５月30日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議し、平成25年７月１日を効力発生日として、普通株式１
株を100株へ分割し、単元株式数を100株といたしました。これに伴う平成25年12月期の配当予想及び連結業績予想につきましては、該当項目をご参照ください。

※  注記事項

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   ：  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12月期2Q 47,664,000 株 24年12月期 47,664,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 3,040,800 株 24年12月期 2,640,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 44,727,079 株 24年12月期2Q 45,219,525 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比21.7％増）、営業利益は

百万円（同116.7％増）、経常利益は 百万円（同111.1％増）、四半期純利益は 百万円（同123.8％増）

となりました。 

当第２四半期（累計）におきましては、受注や販売が好調であったことから、前年同期と比較して、すべてのセ

グメントについて売上高が増加するとともに営業損益が大幅に改善いたしました。 

各セグメントの業績は、以下のとおりであります。なお、各業績数値は、セグメント間の内部売上高又は振替高

を調整前の金額で記載しております。 

ＩＴコンサルティング事業は、複数の新規顧客のプロジェクトがスタートしたほか、既存顧客のプロジェクトに

ついても継続的な受注を獲得することができたことにより売上高が増加しました。それに加えて、金融クラウド

（SKYBANK）のサービス提供を開始するとともに、医療クラウドやグローバルＥＲＰ導入サービスといった新たな

サービスモデルも着実に進展しました。 

東南アジアにおける海外ビジネスについては、３社合計で売上高が613百万円（前年同期比154.4％増）になるな

ど、これまでのプロモーションの結果が出始めております。また、営業利益は59百万円の損失となり、黒字に至り

ませんでしたが、赤字幅は縮小しております。その結果、売上高は 百万円（前年同期比31.9％増）、営業利

益は 百万円（同84.1％増）となりました。 

パッケージ＆サービス事業は、ＦｕｔｕｒｅＯｎｅ株式会社はライセンス売上が増加したほか、昨年から取り組

んできたプロジェクト管理の強化の浸透よりプロジェクトの採算が改善しました。株式会社アセンディアは、受注

は引き続き堅調であり、売上高は増加したものの、一部のプロジェクトにおける外注費の増加や研修費等の採用コ

ストの増加のため、利益率が低下しました。その結果、売上高は 百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は

百万円（同1,091.4％増）となりました。 

企業活性化事業は、食品スーパーを営む株式会社魚栄商店において、対前年同期比で売上高が増加し、物流コス

トの削減、広告宣伝費や水道光熱費等の適正化などにより、営業費用が低下しました。また、寿司のインストア化

の拡大や漁港からの直接買付けなど、新しい試みも開始しました。その結果、売上高は 百万円（前年同期比

0.3％増）、営業利益は 百万円（同42.5％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、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,616百万円増加いたし

ました。その主な要因は、受取手形及び売掛金（前連結会計年度末比＋358百万円）、商品（前連結会計年度末比

＋241百万円）及びのれん（前連結会計年度末比＋757百万円）が増加したこと等によるものであります。 

また、負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,014百万円増加いたしました。その主な要因は、商

品仕入や外注費の増加等により買掛金が増加（前連結会計年度末比＋478百万円）したことや、その他流動負債が

増加（前連結会計年度末比＋240百万円）したこと等によるものであります。 

なお、純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ601百万円増加いたしました。その主な要因は、

利益剰余金が増加（前連結会計年度末比＋700百万円）したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額515百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利

益を1,647百万円計上したことや仕入債務の増加額277百万円等により、 百万円の収入（前年同期は22百万円

の支出）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出192百万円や無形固定資産の取得による

支出121百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出999百万円等により、 百万円の支出

（前年同期は256百万円の支出）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出148百万円や配当金の支払339百万円等によ

り、 百万円の支出（前年同期は584百万円の支出）となりました。 

これら営業活動、投資活動、財務活動等の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、

百万円となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期通期の業績予想につきましては、前回発表（平成25年４月25日付）の業績予想からの変更はござ

いません。 

   

（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 

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。     

   

（３）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 

（減価償却方法の変更） 

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25年１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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

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24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,156,343 4,283,934

受取手形及び売掛金 3,523,351 3,881,942

有価証券 30,129 6,575

商品及び製品 134,677 376,255

仕掛品 33,597 62,584

未収入金 1,358,569 1,348,861

繰延税金資産 153,662 152,995

その他 387,026 513,383

貸倒引当金 △6,034 △4,409

流動資産合計 9,771,322 10,622,123

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,110,805 3,251,288

減価償却累計額 △2,740,590 △2,770,038

建物及び構築物（純額） 370,214 481,250

土地 122,868 109,474

その他 1,840,525 1,919,426

減価償却累計額 △1,448,329 △1,506,062

その他（純額） 392,195 413,363

有形固定資産合計 885,279 1,004,088

無形固定資産   

のれん 195,332 952,500

ソフトウエア 836,883 800,455

その他 21,817 23,756

無形固定資産合計 1,054,032 1,776,712

投資その他の資産   

投資有価証券 1,907,516 1,993,694

敷金及び保証金 1,035,870 900,335

繰延税金資産 172,157 145,267

その他 61,063 59,445

貸倒引当金 △57,052 △54,793

投資その他の資産合計 3,119,554 3,043,949

固定資産合計 5,058,866 5,824,750

資産合計 14,830,189 16,446,874

フューチャーアーキテクト株式会社（4722）平成25年12月期第２四半期決算短信（連結）

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 739,873 1,218,198

短期借入金 30,283 73,457

未払金 516,697 597,716

未払法人税等 535,959 616,755

賞与引当金 116,997 131,424

品質保証引当金 11,275 10,131

プロジェクト損失引当金 13,500 24,400

事務所移転費用引当金 35,342 －

その他の引当金 － 3,674

その他 747,736 1,033,458

流動負債合計 2,747,663 3,709,217

固定負債   

資産除去債務 304,006 357,730

その他 12,269 11,778

固定負債合計 316,276 369,508

負債合計 3,063,940 4,078,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,421,815 1,421,815

資本剰余金 2,495,772 2,495,772

利益剰余金 9,151,020 9,851,179

自己株式 △1,393,328 △1,540,983

株主資本合計 11,675,279 12,227,783

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 612 49,205

為替換算調整勘定 △30,532 △48,924

その他の包括利益累計額合計 △29,920 280

少数株主持分 120,890 140,083

純資産合計 11,766,249 12,368,148

負債純資産合計 14,830,189 16,446,874
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,126,485 13,545,437

売上原価 7,142,614 8,660,952

売上総利益 3,983,871 4,884,484

販売費及び一般管理費   

役員報酬 136,228 150,264

給料及び賞与 1,770,803 1,507,845

研修費 79,334 88,071

研究開発費 9,168 32,950

減価償却費 53,010 51,306

採用費 100,167 134,406

その他 1,110,437 1,349,466

販売費及び一般管理費合計 3,259,150 3,314,311

営業利益 724,720 1,570,173

営業外収益   

受取利息 2,715 984

受取配当金 21,776 24,290

持分法による投資利益 34,424 24,216

為替差益 － 70,414

その他 22,850 9,037

営業外収益合計 81,766 128,943

営業外費用   

支払利息 351 248

自己株式取得費用 1,647 1,005

その他 227 411

営業外費用合計 2,226 1,665

経常利益 804,261 1,697,451

特別利益   

投資有価証券売却益 － 66,418

負ののれん発生益 75,209 －

持分変動利益 － 3,099

特別利益合計 75,209 69,517

特別損失   

固定資産除却損 － 105,816

投資有価証券評価損 1,275 －

減損損失 － 13,813

訴訟関連費用 44,000 －

その他 1,666 －

特別損失合計 46,942 119,630

税金等調整前四半期純利益 832,528 1,647,338
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

法人税等 359,827 593,787

少数株主損益調整前四半期純利益 472,701 1,053,551

少数株主利益 8,908 15,718

四半期純利益 463,792 1,037,832

少数株主利益 8,908 15,718

少数株主損益調整前四半期純利益 472,701 1,053,551

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,568 48,557

為替換算調整勘定 △5,523 △32,097

持分法適用会社に対する持分相当額 △673 17,215

その他の包括利益合計 6,371 33,675

四半期包括利益 479,072 1,087,226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 472,066 1,068,033

少数株主に係る四半期包括利益 7,006 19,193

フューチャーアーキテクト株式会社（4722）平成25年12月期第２四半期決算短信（連結）

- 7 -



（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１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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 832,528 1,647,338

減価償却費 113,267 177,338

減損損失 － 13,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,968 △3,883

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,582 4,512

品質保証引当金の増減額（△は減少） △40,814 △1,144

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） △4,200 10,900

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － △35,342

受取利息及び受取配当金 △24,491 △25,275

支払利息 351 248

持分変動損益（△は益） － △3,099

持分法による投資損益（△は益） △34,424 △24,216

負ののれん発生益 △75,209 －

固定資産除却損 － 105,816

投資有価証券売却損益（△は益） － △66,418

投資有価証券評価損益（△は益） 1,275 －

訴訟関連費用 44,000 －

売上債権の増減額（△は増加） △165,649 △104,671

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,968 △30,685

仕入債務の増減額（△は減少） 85,374 277,917

その他 △112,566 185,979

小計 566,922 2,129,128

利息及び配当金の受取額 24,866 25,675

利息の支払額 △433 △248

法人税等の支払額 △569,795 △515,716

訴訟関連費用の支払額 △44,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,440 1,638,838
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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 △201,196 －

有価証券の償還による収入 400,464 －

有形固定資産の取得による支出 △39,851 △192,833

無形固定資産の取得による支出 △321,287 △121,484

資産除去債務の履行による支出 △1,211 △12,500

投資有価証券の売却による収入 － 98,904

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△64,435 △999,367

関係会社株式の取得による支出 △56,833 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,524 △945

敷金及び保証金の回収による収入 22,376 153,088

事業譲受による収入 8,240 －

その他 1,500 2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,758 △1,072,739

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,441 △243

長期借入金の返済による支出 △38,721 －

少数株主からの払込みによる収入 24,021 －

自己株式の取得による支出 △223,307 △148,660

配当金の支払額 △343,578 △339,174

財務活動によるキャッシュ・フロー △584,028 △488,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 308 27,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862,917 105,837

現金及び現金同等物の期首残高 5,526,311 4,184,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,663,393 4,290,510
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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１月１日 至平成24年６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） 

(注１) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネット関連事業、出版

事業、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。 

(注２) セグメント利益又は損失(△)の調整額16,736千円は、セグメント間取引の消去の額であります。 

(注３) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自平成25年１月１日 至平成25年６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） 

(注１) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネット関連事業、出版

事業、有価証券投資・保有・運用事業等を含んでおります。 

(注２) セグメント利益又は損失(△)の調整額14,310千円は、セグメント間取引の消去の額であります。 

(注３) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

(注４) 当第２四半期連結累計期間において、株式会社eSPORTSの全株式を取得したことにより、新たに連結の範囲

に含めております。これにより、当該事業ののれんの増加額は799,135千円であります。 

  

（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

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
財務諸表 
計上額 
（注３） 

ＩＴコンサ
ルティング
事業 

パッケー
ジ＆サー
ビス事業 

企業活性化
事業 

計 

売上高                 

(1)外部顧客への

売上高 
 7,042,268  1,734,250  2,249,205  11,025,724  100,761  11,126,485  －  11,126,485

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 26,309  258,350  708  285,369  －  285,369  △285,369  －

計  7,068,578  1,992,601  2,249,914  11,311,094  100,761  11,411,855  △285,369  11,126,485

セグメント利益

又は損失(△) 
 754,418  10,691  32,313  797,423  △89,439  707,983  16,736  724,720

  

報告セグメント 
その他 
（注１）

合計 
調整額 
（注２） 

四半期連結
財務諸表 
計上額 
（注３） 

ＩＴコンサ
ルティング
事業 

パッケー
ジ＆サー
ビス事業 

企業活性化
事業 

計 

売上高                 

(1)外部顧客への

売上高 
 9,299,357  1,808,187  2,255,564  13,363,109  182,328  13,545,437  －  13,545,437

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 22,255  340,638  1,916  364,811  665  365,476  △365,476  －

計  9,321,612  2,148,825  2,257,481  13,727,920  182,994  13,910,914  △365,476  13,545,437

セグメント利益

又は損失(△) 
 1,388,797  127,372  46,034  1,562,204  △6,342  1,555,862  14,310  1,570,173
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（株式の分割及び単元株制度の採用について） 

当社は、平成25年５月30日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日付で株式の分割及び単元株制度の導

入を実施いたしました。 

１．株式の分割及び単元株制度の採用の目的 

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式を上場している証券市

場の利便性・流動性の向上に資するため、１株を100株に分割するとともに100株を１単元とする単元株制度の採用

を行いました。なお、株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。 

  

２．株式の分割の概要 

（１）分割の方法  

平成25年６月30日（ただし、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には平成25年６月28日（金））を

基準日とし、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき100株の割合を

もって分割いたしました。 

（２）分割により増加した株式数 

① 株式分割前の当社発行済株式総数    476,640 株 

② 今回の分割により増加する株式数   47,187,360 株 

③ 株式分割後の当社発行済株式総数   47,664,000 株 

④ 株式分割後の発行可能株式総数   189,376,000 株 

（３）分割の日程 

① 基準日公告日  平成25年６月14日（金） 

② 基準日     平成25年６月30日（日） 

③ 効力発生日   平成25年７月１日（月） 

（４）新株予約権行使価額の調整 

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成25年７月１日以降、以下のとおり

調整いたしました。 

平成17年３月24日定時株主総会決議に基づき発行された新株予約権 

調整前行使価額 １株当たり65,205円 

調整後行使価額 １株当たり653円 

  

３．単元株制度の採用の概要 

（１）新設する単元株式の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。 

（２）新設の日程 

効力発生日  平成25年７月１日（月） 

  

４．その他 

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期

連結累計期間における１株当たり四半期純利益金額は、それぞれ以下のとおりであります。 

  

１株当たり四半期純利益金額 

前第２四半期連結累計期間  10円26銭 

当第２四半期連結累計期間  23円20銭 

  

（７）重要な後発事象
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（単位：千円）

４．補足情報

（１）受注の状況

区分 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
  至 平成24年６月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 
  至 平成25年６月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

ＩＴコンサルティン

グ事業 
 7,035,693  3,552,577  9,652,772  6,929,808

パッケージ＆サービ

ス事業 
 1,380,380  831,444  1,932,439  1,096,099

その他  107,642  11,130  192,328  22,740

合計  8,523,716  4,395,152  11,777,540  8,048,648
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