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1.  平成25年5月期第3四半期の業績（平成24年6月1日～平成25年2月28日） 

(注)平成24年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純
利益を算定しております。 

(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 ％

25年5月期第3四半期 347 15.6 △76 ― △71 ― △82 ―
24年5月期第3四半期 300 △31.4 △86 ― △80 ― △84 ―

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5月期第3四半期 △51.77 ―
24年5月期第3四半期 △52.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第3四半期 1,093 998 91.3
24年5月期 1,190 1,082 90.9
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  998百万円 24年5月期  1,082百万円

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  
平成24年６月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、平成24年５月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式
数を基準に配当を実施しております。 

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5月期 ― 0.00 ― 250.00 250.00
25年5月期 ― 0.00 ―
25年5月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 5月期の業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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 555 20.7 △23 ― △16 ― △28 ― △17.61



(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 

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)平成24年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、平成24年５月期
の期末発行済株式数及び期末自己株式数、平成24年５月期３Ｑの期中平均株式数を算定しております。 

※  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5月期3Q 1,780,000 株 24年5月期 1,780,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 189,800 株 24年5月期 189,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 1,590,200 株 24年5月期3Q 1,590,200 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。  

※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予想等の将来に関する記述は、当社が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、多分に不確実な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記の予想の前提条件、その他関連する事項については、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。 
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当第３四半期累計期間(平成24年６月１日から平成25年２月28日まで)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緩やかな回復傾向に加え、昨年12月に誕生した新政権の経済政策に対する期

待感から株価の回復・円安基調への転換等、明るい兆しが見られたものの、欧州債務危機問題や新興国

景気の減速等の下ぶれリスクもあり、依然として先行き不透明な状況であります。 

情報サービス産業におきましては、震災対応や先送りしてきたシステム更改等の開発案件の需要は見

込まれるものの、企業や地方自治体のIT投資が本格的な回復に至るまでには時間がかかるものと思われ

ます。 

このような状況の下、当社は主に地方自治体の防災・防犯分野を対象に、地図情報配信と一斉メール

配信を組み合わせクラウド型で提供するサービスの提案や受託開発案件の受注獲得に注力いたしまし

た。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高については、ライセンス販売の売上は前年同四半期を下

回りましたが、受託開発及び受託開発に伴うデジタル地図等の販売が増加したことから、347,792千円

（前年同四半期比15.6％増）となりました。 

利益面では、デジタル地図等の仕入の増加や地図情報配信サービスの契約数増加を目的とした初期開

発のコストが発生したこと等により、売上高総利益率が悪化し売上総利益が87,885千円（前年同四半期

比6.5％増）にとどまったため、営業損失76,748千円（前年同四半期は営業損失86,977千円）、経常損

失71,760千円（前年同四半期は経常損失80,963千円）、四半期純損失82,324千円（前年同四半期は四半

期純損失84,187千円）となりました。 

なお、当社事業は顧客の決算期である３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に

売上高が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に季節変動があります。 

また、当社は地理及び位置情報事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略してお

ります。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、1,093,990千円となり、前事業年度末と比較して96,154

千円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が77,682千円減少したことによるものでありま

す。 

負債は、95,150千円となり、前事業年度末と比較して12,772千円の減少となりました。これは、賞与

引当金が15,049千円増加した一方で、買掛金が15,623千円、流動負債のその他が13,411千円が、それぞ

れ減少したこと等によるものであります。 

純資産は、998,840千円となり、前事業年度末と比較して83,381千円の減少となりました。これは、

四半期純損失の計上や配当金の支払により利益剰余金が減少したこと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

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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平成25年５月期の業績予想に関する事項につきましては、平成25年１月9日に公表いたしました数値

から変更はありません。なお、業績予想につきましては、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。  

  

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

(会計上の見積りの変更と区分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６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。 

この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

当社は、当第３四半期累計期間の実績も前事業年度に引き続き営業損失、四半期純損失を計上してお

ります。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており

ます。 

当社は、当事業年度における重要な経営課題として、①新機能・新サービスの付加による新規顧客の

開拓、②防災・防犯分野での案件開拓、③内製化の推進等によるコスト競争力の強化、④ソフトウェア

の品質向上、の4項目を認識し、その対応策を含む事業計画を着実に遂行すべく事業活動を展開してお

ります。今後も引き続きこれらの経営課題に取り組むことにより黒字化を図り、当該事象等の解消を図

る所存であります。 

なお、上記のような状況であるものの、当第３四半期会計期間末において有利子負債は存在せず、当

座資産も661,445千円あることから、事業活動を継続していく上で財務状況は安定しており、継続企業

の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 592,568 514,885

売掛金 111,170 92,743

有価証券 33,825 53,816

仕掛品 7,812 7,610

貯蔵品 3,126 1,860

その他 22,288 17,996

貸倒引当金 △111 △92

流動資産合計 770,679 688,820

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,011 1,332

工具、器具及び備品（純額） 6,601 2,759

有形固定資産合計 7,612 4,091

無形固定資産   

ソフトウエア 9,126 3,634

その他 866 230

無形固定資産合計 9,992 3,865

投資その他の資産   

投資有価証券 324,432 328,614

その他 78,440 69,610

貸倒引当金 △1,011 △1,011

投資その他の資産合計 401,860 397,213

固定資産合計 419,465 405,170

資産合計 1,190,144 1,093,990
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 39,078 23,454

未払消費税等 － 1,710

賞与引当金 － 15,049

その他 34,911 21,499

流動負債合計 73,990 61,713

固定負債   

長期未払金 27,430 27,430

その他 6,502 6,006

固定負債合計 33,932 33,436

負債合計 107,923 95,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 363,950 363,950

資本剰余金 353,450 353,450

利益剰余金 400,628 314,328

自己株式 △36,594 △36,594

株主資本合計 1,081,433 995,134

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 788 3,705

評価・換算差額等合計 788 3,705

純資産合計 1,082,221 998,840

負債純資産合計 1,190,144 1,093,990
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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23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 300,805 347,792

売上原価 218,305 259,906

売上総利益 82,499 87,885

販売費及び一般管理費 169,477 164,634

営業損失（△） △86,977 △76,748

営業外収益   

受取利息 737 539

受取配当金 9 9

有価証券利息 5,214 3,293

助成金収入 51 1,008

その他 1 137

営業外収益合計 6,014 4,988

経常損失（△） △80,963 △71,760

特別損失   

固定資産除却損 28 －

減損損失 － 10,562

特別損失合計 28 10,562

税引前四半期純損失（△） △80,992 △82,322

法人税等 3,194 1

四半期純損失（△） △84,187 △82,324
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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）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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