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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 6,105 2.4 434 56.5 449 39.6 274 77.6
24年3月期第2四半期 5,961 △4.1 277 △27.3 321 △29.5 154 △37.7

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 277百万円 （79.1％） 24年3月期第2四半期 154百万円 （△28.5％）

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3月期第2四半期 43.05 ―
24年3月期第2四半期 23.87 ―

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3月期第2四半期 10,195 7,526 73.8 1,179.62
24年3月期 9,977 7,344 73.6 1,151.20
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,521百万円 24年3月期  7,339百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 15.00 15.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 12,500 1.5 700 △13.7 730 △17.0 450 36.9 70.58



(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  
（注）詳細は、〔添付資料〕Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結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のご注意） 
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。 

※  注記事項

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3月期2Q 7,636,368 株 24年3月期 7,636,368 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,260,582 株 24年3月期 1,260,582 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 6,375,786 株 24年3月期2Q 6,475,952 株
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（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我が国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかに回復しつつあ

るものの、欧州債務問題の長期化や中国など新興国経済の減速などにより、世界経済の下振れ懸念が高まるな

ど、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

  当社グループが属する情報サービス産業界におきましては、クラウドコンピューティングやスマートフォンと

いった、新たなＩＴ技術に対応した分野での需要は伸びているものの、先行きの不透明感からＩＴ投資には慎重

な企業も多く、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況の中、当社グループでは、引き続きＣＳ活動によるサービスの差別化を図るとともに、全員営

業を標榜した積極的な受注活動で稼働率を維持しつつ、需要が縮小する分野から拡大が期待できる分野へと経営

資源のシフトや重点投入を行ってまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,105百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益につきまし

ては434百万円（前年同期比56.5％増）、経常利益につきましては449百万円（前年同期比39.6％増）、四半期純

利益につきましては274百万円（前年同期比77.6％増）となりました。 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（イ）システムコア事業 

 半導体設計業務は半導体メーカーの業績悪化の影響を受け受注の減少が続いておりますが、組込ソフト

ウェア開発業務においては、携帯電話から車載機器分野へとシフトするなどの対応を行い、売上高は1,275

百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益は267百万円（前年同期比1.9％減）となりました。 

（ロ）ITソリューション事業 

 データーエントリー業務では前年に発生したような大型の不採算案件がなくなり、受注活動の強化によ

り稼働率が改善した結果、売上高は1,880百万円（前年同期比4.9％増）、セグメント利益は257百万円（前

年同期比86.4％増）となりました。 

（ハ）ネットワークサービス事業 

 情報インフラ運用業務での外部委託を活用した受注拡大と、一部で受注単価の改善が見られたことなど

から、売上高は2,948百万円（前年同期比3.5％増）、セグメント利益は471百万円（前年同期比7.9％増）

となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末において、総資産は10,195百万円と前連結会計年度末に比べ217百万円の増加とな

りました。これは主に、流動資産において現金及び預金が394百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が250

百万円、有価証券が償還等により200百万円それぞれ減少し、固定資産において無形固定資産がソフトウェアの購

入等により43百万円、投資有価証券が新規購入等により203百万円それぞれ増加したことなどによるものでありま

す。 

 負債は2,669百万円と前連結会計年度末に比べ36百万円の増加となりました。これは主に流動負債において、未

払法人税等が29百万円増加した一方で、買掛金が22百万円、賞与引当金が30百万円それぞれ減少し、固定負債に

おいて退職給付引当金が24百万円増加したことなどによるものであります。  

 純資産は、7,526百万円と前連結会計年度末に比べ181百万円増加となりました。これは主に利益剰余金が四半

期純利益の計上により274百万円増加し、一方で配当金の支払いにより95百万円減少したことなどによるものであ

ります。  

＜キャッシュ・フローの状況の分析＞ 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ394百万円増加し3,965百万円となりました。 

 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） 

  当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は534百万円（前年同期比387百万円増）と

なりましたが、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上450百万円や売上債権の減少250百万円などの増加要

因があった一方で、法人税等の支払額149百万円などといった減少要因があったことなど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） 

  当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は44百万円（前年同期比30百万円減）とな

りましたが、これは有価証券の償還による収入600百万円などの増加要因があった一方で、有価証券の取得によ

る支出400百万円及び無形固定資産の取得による支出51百万円や投資有価証券の取得による支出201百万円などの

減少要因があったことなどによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は95百万円（前年同期比1百万円減）とな

りましたが、これは配当金の支払額95百万円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25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日付「平成24年３月期決算短信」にて公表しま

した通期の業績予想値から変更はありません。 

   

   

（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り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 

（減価償却方法の変更）  

  当社及び連結子会社は、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24年４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。 

 これによる損益への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



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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,971,096 4,365,826

受取手形及び売掛金 2,451,458 2,201,199

有価証券 500,000 300,000

商品 5,400 4,140

仕掛品 126,083 142,029

原材料及び貯蔵品 890 1,331

その他 637,629 689,058

貸倒引当金 △44,063 △41,024

流動資産合計 7,648,494 7,662,561

固定資産   

有形固定資産 708,113 686,769

無形固定資産 122,871 166,221

投資その他の資産   

投資有価証券 1,038,272 1,241,370

その他 584,598 563,355

貸倒引当金 △125,000 △125,000

投資その他の資産合計 1,497,870 1,679,726

固定資産合計 2,328,855 2,532,716

資産合計 9,977,349 10,195,278

負債の部   

流動負債   

買掛金 140,574 117,596

短期借入金 60,000 60,000

未払法人税等 158,709 188,223

賞与引当金 782,000 751,200

その他 786,591 816,379

流動負債合計 1,927,875 1,933,399

固定負債   

退職給付引当金 505,456 529,737

役員退職慰労引当金 159,485 165,538

資産除去債務 39,943 40,340

固定負債合計 704,884 735,615

負債合計 2,632,759 2,669,015

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 4,873,747 5,052,590

自己株式 △633,937 △633,937

株主資本合計 7,325,274 7,504,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,505 16,892

その他の包括利益累計額合計 14,505 16,892

少数株主持分 4,810 5,252

純資産合計 7,344,590 7,526,262

負債純資産合計 9,977,349 10,195,278



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 5,961,933 6,105,257

売上原価 4,931,721 4,917,376

売上総利益 1,030,212 1,187,880

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 3 △3,038

役員報酬 94,582 89,907

給料及び手当 171,351 196,334

賞与引当金繰入額 37,827 39,778

退職給付費用 4,167 5,608

役員退職慰労引当金繰入額 13,048 13,119

減価償却費 35,708 25,763

その他 396,133 386,277

販売費及び一般管理費合計 752,822 753,750

営業利益 277,389 434,129

営業外収益   

受取利息 6,041 7,403

受取配当金 10,559 7,250

助成金収入 22,484 6,643

その他 5,845 2,226

営業外収益合計 44,931 23,523

営業外費用   

支払利息 430 435

和解金 － 6,373

その他 18 1,447

営業外費用合計 449 8,256

経常利益 321,872 449,397

特別利益   

受取保険金 1,600 1,600

特別利益合計 1,600 1,600

特別損失   

固定資産除却損 4,145 76

減損損失 2,885 －

特別損失合計 7,031 76

税金等調整前四半期純利益 316,440 450,920

法人税等 161,685 175,998

少数株主損益調整前四半期純利益 154,755 274,922

少数株主利益 168 442

四半期純利益 154,586 274,480



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 154,755 274,922

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 120 2,386

その他の包括利益合計 120 2,386

四半期包括利益 154,875 277,309

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 154,706 276,867

少数株主に係る四半期包括利益 168 442



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 316,440 450,920

減価償却費 64,454 61,578

減損損失 2,885 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △3,038

賞与引当金の増減額（△は減少） △146,950 △30,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,925 24,281

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,048 6,052

受取利息及び受取配当金 △16,600 △14,653

支払利息 430 435

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,145 76

売上債権の増減額（△は増加） 234,502 250,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,339 △15,126

仕入債務の増減額（△は減少） 6,309 △22,977

その他 △49,493 △42,657

小計 435,763 664,349

利息及び配当金の受取額 20,016 14,951

利息の支払額 △429 △432

法人税等の支払額 △322,680 △149,487

法人税等の還付額 14,056 4,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,726 534,238

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 △599,080 △400,000

有価証券の償還による収入 700,000 600,000

有形固定資産の取得による支出 △38,272 △8,670

無形固定資産の取得による支出 △29,923 △51,742

投資有価証券の取得による支出 △200,938 △201,002

その他 93,757 17,333

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,457 △44,081

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000

配当金の支払額 △97,184 △95,426

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,184 △95,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,915 394,730

現金及び現金同等物の期首残高 3,360,228 3,571,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,335,312 3,965,826



 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23年４月１日 至平23年９月30日） 

１．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  

  

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

   

（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

  （単位：千円）

  システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業 
ネットワーク 
サービス事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  1,319,783  1,793,685  2,848,465  5,961,933

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,319  1,198  11,909  14,427

計  1,321,102  1,794,883  2,860,375  5,976,361

セグメント利益  273,013  138,421  437,404  848,839

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  848,839

セグメント間取引消去  39,652

全社費用（注）  △611,102

四半期連結損益計算書の営業利益  277,389



  

Ⅱ 当第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） 

１．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  

  

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

  

  

  （単位：千円）

  システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業  
ネットワーク 
サービス事業 

合計

売上高         

外部顧客への売上高  1,275,712  1,880,778  2,948,765  6,105,257

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  5,492  2,700  8,192

計  1,275,712  1,886,271  2,951,465  6,113,449

セグメント利益  267,775  257,957  471,882  997,615

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  997,615

セグメント間取引消去  53,994

全社費用（注）  △617,480

四半期連結損益計算書の営業利益  434,129
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