
  

１．平成24年12月期第１四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第１四半期  1,896 △2.3  153  34.2  160  16.6  157  128.9

23年12月期第１四半期  1,940  0.6  114  208.4  137  255.9  68  82.1

  
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12月期第１四半期  6.05 －

23年12月期第１四半期  2.64 －

  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

24年12月期第１四半期  4,617  3,263  70.7  125.35

23年12月期  4,387  3,099  70.7  119.04

（参考）自己資本 24年12月期第１四半期 3,263百万円 23年12月期 3,099百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 0.00  0.00

24年12月期  －     

24年12月期（予想）   0.00 － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  3,842  △0.3  250 △15.4  250 △22.5  245  △1.7  9.41

通期  8,100  4.7  620  5.1  620  0.3  609  9.1  23.39

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

  

（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） 

  

  
  

※  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 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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12月期１Ｑ 26,051,832株 23年12月期 26,051,832株

②  期末自己株式数 24年12月期１Ｑ 13,686株 23年12月期 13,686株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期１Ｑ 26,038,146株 23年12月期１Ｑ 26,038,296株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

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。なお、業績予想に関

する事項は【添付資料】２ページ「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。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間（平成24年１月１日～平成24年３月31日）における我が国経済は、東日本大震災の影響

による停滞から穏やかに持ち直しているものの、欧州の債務危機が長期化していることや、中国をはじめとした

新興国における成長鈍化の懸念などにより、先行き不透明な状況が続いております。 

情報サービス産業におきましては、新規案件の先送りや受注競争の激化など、厳しい事業環境が続いておりま

す。 

このような環境のもと、当社は、今後５年間でITサービス企業ランキング150傑に入ることを目指す「Reach 

for 150」をスローガンに掲げ、当事業年度は、継続的な発展と飛躍に向けての“ステージ－１”の年として事

業拡大に取組んでおります。 

この結果、当第１四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は 百万円（前年同四半期比 %

減）となりました。また営業利益は 百万円（前年同四半期比 %増）、経常利益は 百万円（前年同四半

期比 %増）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比 %増）となりました。  

サービス品目別の売上高は次のとおりであります。 

  

①アプリケーションソフトウェア開発 

アプリケーションソフトウェア開発は、主に官公庁、金融業及び通信、流通、製造業などの業務分野向けソ

フトウェアの開発が中心であります。当第１四半期累計期間におきましては、売上高は 百万円（前年同

四半期比 %減）となりました。 

  

②パッケージソフトウェア開発 

パッケージソフトウェア開発は、主に自治体を中心とする行政経営支援サービス（FAST）のソフトウェア開

発が中心であります。当第１四半期累計期間におきましては、売上高は273百万円（前年同四半期比 %減）

となりました。 

  

③コンピュータ機器等販売 

コンピュータ機器等販売は、主に自治体及び一般企業を取引先として、コンピュータ機器とその周辺機器や

ネットワーク製品を中心とした販売が中心であります。当第１四半期累計期間におきましては、売上高は

百万円（前年同四半期比 %増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

当第１四半期会計期間末における総資産は 百万円となり、前事業年度末と比べ 百万円の増加となりま

した。流動資産は、現金及び預金、仕掛品が増加したこと等により 百万円増加し 百万円となりました。

固定資産は 百万円減少し、 百万円となりました。 

  

（負債及び純資産の部） 

負債は、1年内返済予定の長期借入金、預り金が減少した一方で、支払手形及び買掛金、賞与引当金が増加し

たこと等により前事業年度末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。 

純資産は四半期純利益が発生したこと等により 百万円増加し 百万円となり、自己資本比率は ％と

なりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績につきましては、平成24年２月15日に公表いたしました業績予想から変更

ありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用）   

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,089,739 2,319,524

受取手形及び売掛金 1,123,118 1,117,888

商品 14,700 9,680

仕掛品 92,471 108,457

その他 349,117 359,655

貸倒引当金 △112,590 △112,590

流動資産合計 3,556,557 3,802,615

固定資産   

有形固定資産 187,320 174,997

無形固定資産 247,523 233,870

投資その他の資産 395,609 405,583

固定資産合計 830,453 814,451

資産合計 4,387,010 4,617,067

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 221,823 250,620

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 30,000

未払金 258,929 239,688

未払法人税等 22,370 8,575

前受金 108,172 109,911

預り金 235,506 204,136

賞与引当金 63,005 202,097

その他 63,912 54,442

流動負債合計 1,183,720 1,249,473

固定負債   

長期未払金 45,030 44,043

資産除去債務 56,262 56,485

その他 2,354 3,166

固定負債合計 103,647 103,695

負債合計 1,287,367 1,353,168



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,302,591 1,302,591

資本剰余金 1,883,737 1,883,737

利益剰余金 △61,402 96,147

自己株式 △3,681 △3,681

株主資本合計 3,121,244 3,278,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,600 △14,895

評価・換算差額等合計 △21,600 △14,895

純資産合計 3,099,643 3,263,898

負債純資産合計 4,387,010 4,617,067



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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

売上高 1,940,773 1,896,814

売上原価 1,498,596 1,397,382

売上総利益 442,176 499,431

販売費及び一般管理費 327,901 346,097

営業利益 114,274 153,334

営業外収益   

受取利息 556 565

受取配当金 3,218 3,596

助成金収入 20,610 2,888

その他 540 723

営業外収益合計 24,926 7,774

営業外費用   

支払利息 1,512 749

その他 476 301

営業外費用合計 1,989 1,050

経常利益 137,212 160,057

特別損失   

固定資産除却損 － 2

特別退職金 32,871 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 33,072 －

特別損失合計 65,943 2

税引前四半期純利益 71,268 160,054

法人税、住民税及び事業税 2,439 2,504

法人税等合計 2,439 2,504

四半期純利益 68,829 157,549



該当事項はありません。 

  

   

当社は、情報サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

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）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

（６）重要な後発事象
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