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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）
（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 ％
25年３月期第２四半期 7,953 △2.9 284 26.6 314 32.2 178 48.1
24年３月期第２四半期 8,194 △0.9 224 △48.7 238 △53.2 120 △31.4

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 29 83 -
24年３月期第２四半期 19 99 -

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 8,912 6,048 67.9
24年３月期 8,582 6,029 70.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 6,048百万円 24年３月期 6,029百万円

２．配当の状況

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 - 25 00 25 00
25年３月期 - 0 00
25年３月期(予想) - 25 00 25 00

３．平成25年３月期の業績予想（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)

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 18,000 7.5 1,000 22.7 1,000 15.4 550 39.9 91 93

Nagao
TDCSOFT

Nagao
FASF



  

 
（注）詳細は、【添付資料】4ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

 

 
  

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ますが、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
おります。 
  

  

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま
せん。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。なお、上記予想に関する事項
は、【添付資料】3ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 6,278,400株 24年３月期 6,278,400株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 295,869株 24年３月期 295,800株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,982,550株 24年３月期２Ｑ 6,029,864株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による堅調な内需を背景に

底堅く推移しておりますが、海外経済減速の影響などを背景に先行きにつきましては不透明な状況が続

いております。 

情報サービス産業においても、国内景気の先行き不透明感を受けて、企業のＩＴ投資は未だ慎重な姿

勢が続いております。 

このような環境の中で、当社は、平成22年４月から平成25年３月における中期経営計画『For the 

NEXT STAGE』のもと、価値あるサービスを提供し、お客様の繁栄への寄与に努めております。また、お

客様のＩＴ投資動向に機敏に対応し、受注の確保・拡大、製造工程の価格競争力強化、新たな市場・事

業の獲得を重点施策として取組んでおります。 

  

当第２四半期累計期間の業績は、前年同期に比べ法人分野及び公共・公益分野がともに堅調に推移し

たものの、金融分野が減少したことにより、売上高は 7,953百万円（前年同期比 2.9%減）となりまし

た。利益面では、プロジェクトマネジメントの強化に努め不採算案件が減少したことから売上総利益率

が改善し、営業利益は 284百万円（前年同期比 26.6％増）、経常利益は 314百万円（前年同期比 

32.2％増）、四半期純利益は 178百万円（前年同期比 48.1％増）となりました。 

  

業種分野別の売上高は次のとおりです。 

金融分野は、クレジット関連向けにおいて大型システム開発案件が減少したことなどにより、前年同

期比 11.9％減収の4,734百万円となりました。 

法人分野は、通信関連向けのシステム開発案件が堅調に推移したことなどにより、前年同期比 9.1％

増収の2,332百万円となりました。 

公共・公益分野は、エネルギー関連向けのシステム開発案件が堅調に推移したことなどにより、前年

同期比 30.0％増収の 887百万円となりました。 

  

【業種分野別売上高】 

 （単位：百万円） 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

業種分野／期
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前年同期比 

増減率金額 構成比 金額 構成比

金 融 5,374 65.6% 4,734 59.5% △11.9%

法 人 2,138 26.1% 2,332 29.3% +9.1%

公共・公益 682 8.3% 887 11.2% +30.0%

合 計 8,194 100.0% 7,953 100.0% △2.9%
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① 資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末より 329百万円増加し、8,912百万円となりまし

た。 

流動資産は、売掛金などの減少がありましたが、現金及び預金、たな卸資産などの増加があり、前事

業年度末と比べ 307百万円増加し 7,421百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券の減少がありましたが、無形固定資産が増加したことなどにより、前事業

年度末と比べ 21百万円増加し、1,490百万円となりました。 

流動負債は、未払費用、短期借入金などの増加があり、前事業年度末と比べ 302百万円増加し、

2,801百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金の減少がありましたが、利益剰余金の増加があり、前事業年度

末と比べ 19百万円増加し、6,048百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業

年度末に比べ375百万円増加し、3,224百万円（前年同期は2,172百万円）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す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金は、たな卸資産の増加 258百万円、法人税等

の支払い 66百万円などがあるものの、税引前四半期純利益 314百万円、売上債権の減少 324百万円

などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 277百万円（前年同期は 153百万円）となりま

した。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金は、無形固定資産の取得による支出 35百万円

などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは △25百万円（前年同期は △609百万円）となり

ました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金は、配当金の支払 149百万円などがあるもの

の、運転資金の調達などによる短期借入金の純増加 277百万円などがあり、財務活動によるキャッ

シュ・フローは 123百万円（前年同期は △1,570百万円）となりました。 

  

当第２四半期累計期間の業績が概ね計画通りに推移していることから、平成24年５月８日に公表した

通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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（税金費用の計算） 

税金費用については、当事業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する方法を採用しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて法人税等を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。 

  

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金 2,848,621 3,224,224
売掛金 3,208,334 2,883,553
たな卸資産 502,909 761,579
繰延税金資産 423,168 423,168
その他 131,453 129,451
貸倒引当金 △122 △41
流動資産合計 7,114,365 7,421,936

固定資産
有形固定資産 58,835 62,857
無形固定資産 75,796 103,892
投資その他の資産
投資有価証券 615,287 600,313
関係会社株式 37,280 37,280
関係会社出資金 77,000 77,000
繰延税金資産 28,181 33,409
差入保証金 563,514 562,870
その他 12,843 12,808
貸倒引当金 △142 △53
投資その他の資産合計 1,333,964 1,323,629

固定資産合計 1,468,596 1,490,379
資産合計 8,582,962 8,912,315

負債の部
流動負債
買掛金 558,615 545,432
短期借入金 424,000 701,000
未払金 152,468 127,824
未払費用 1,119,203 1,130,461
未払法人税等 80,764 154,014
役員賞与引当金 32,200 27,500
受注損失引当金 － 2,557
その他 132,332 113,036
流動負債合計 2,499,584 2,801,826

固定負債
リース債務 － 7,843
長期未払金 30,100 30,100
資産除去債務 24,118 24,283
固定負債合計 54,218 62,226

負債合計 2,553,803 2,864,052
純資産の部
株主資本
資本金 970,400 970,400
資本剰余金 831,738 831,738
利益剰余金 4,490,822 4,519,723
自己株式 △248,362 △248,413
株主資本合計 6,044,598 6,073,449

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △15,439 △25,186
評価・換算差額等合計 △15,439 △25,186

純資産合計 6,029,159 6,048,262
負債純資産合計 8,582,962 8,912,315
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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）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

売上高 8,194,181 7,953,247
売上原価 7,097,483 6,678,571
売上総利益 1,096,698 1,274,675
販売費及び一般管理費 871,856 990,038
営業利益 224,841 284,637
営業外収益
受取利息 2,998 338
受取配当金 10,888 9,319
助成金収入 1,287 20,627
その他 3,615 4,173
営業外収益合計 18,789 34,459

営業外費用
支払利息 5,279 3,530
その他 217 810
営業外費用合計 5,496 4,340

経常利益 238,134 314,755
特別損失
投資有価証券評価損 9,839 －
特別損失合計 9,839 －

税引前四半期純利益 228,294 314,755
法人税等 107,754 136,289
四半期純利益 120,539 178,466
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(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
税引前四半期純利益 228,294 314,755
減価償却費 10,084 13,450
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,500 △4,700
受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,378 2,557
受取利息及び受取配当金 △13,887 △9,657
支払利息 5,279 3,530
投資有価証券評価損益（△は益） 9,839 －
売上債権の増減額（△は増加） 565,983 324,780
たな卸資産の増減額（△は増加） △33,558 △258,669
仕入債務の増減額（△は減少） △123,950 △13,182
未払金の増減額（△は減少） △68,029 △24,644
未払費用の増減額（△は減少） △142,268 11,252
未払消費税等の増減額（△は減少） △14,255 △21,040
その他 △8,111 5,340
小計 388,541 343,772
法人税等の支払額 △235,296 △66,009
営業活動によるキャッシュ・フロー 153,245 277,762

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加） △597,537 －
有形固定資産の取得による支出 △477 △710
無形固定資産の取得による支出 △22,691 △35,341
投資有価証券の取得による支出 △4,523 －
従業員に対する貸付けによる支出 △800 △1,900
従業員に対する貸付金の回収による収入 1,890 2,178
利息及び配当金の受取額 12,880 9,657
差入保証金の回収による収入 － 693
その他 1,614 －
投資活動によるキャッシュ・フロー △609,644 △25,422

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） △1,371,000 277,000
自己株式の取得による支出 △44,057 △51
利息の支払額 △4,744 △3,598
配当金の支払額 △150,943 △149,565
リース債務の返済による支出 － △522
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,570,744 123,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,027,144 375,602
現金及び現金同等物の期首残高 4,199,426 2,848,621
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,172,282 3,224,224
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当第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

  当社は、「システム開発」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

当第２四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

 該当事項はありません。 

（４）セグメント情報等

（５）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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当社は、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体

とするシステム開発事業を営んでおり、当社におけるセグメントは、「システム開発」のみの単一セグ

メントであります。 

なお、当社においては、開発システム等の納期が、得意先の期末（多くは３月）に集中する傾向が顕

著であります。このため、売上高等は第４四半期会計期間に偏重する傾向があります。 

当第２四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第２四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当第２四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

システム開発 6,678,571 △5.9

合計 6,678,571 △5.9

② 受注実績

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

システム開発 8,034,441 +1.1 5,198,933 △1.7

合計 8,034,441 +1.1 5,198,933 △1.7

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

システム開発 7,953,247 △2.9

合計 7,953,247 △2.9
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