
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年11月期第１四半期の連結業績（平成24年12月１日～平成25年２月28日）
（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11月期第１四半期 2,570 26.2 85 ― 228 ― 124 ―
24年11月期第１四半期 2,036 18.9 6 ― 18 △49.4 △85 ―

(注) 包括利益 25年11月期第１四半期 264百万円( 266.4％) 24年11月期第１四半期 72百万円( 99.3％)

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11月期第１四半期 7.24 7.24
24年11月期第１四半期 △4.94 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年11月期第１四半期 13,679 11,145 81.1
24年11月期 13,736 11,396 82.6

(参考) 自己資本 25年11月期第１四半期 11,098百万円 24年11月期 11,351百万円

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11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年11月期 ―

25年11月期(予想) 0.00 ― 30.00 30.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月１日～平成25年11月30日）

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) 5,025 3.6 265 40.2 285 14.0 129 217.5 7.49
通期 10,297 7.1 694 62.0 789 25.6 417 224.1 24.20

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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 ： 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

(注)  第１四半期から減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料５ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年11月期１Ｑ 18,287,000株 24年11月期 18,287,000株

② 期末自己株式数 25年11月期１Ｑ 1,053,676株 24年11月期 1,053,676株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期１Ｑ 17,233,324株 24年11月期１Ｑ 17,233,444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、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
 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および合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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４ページ
「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
 四半期決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔにて同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。
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当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の政府債務危機の長期化などによる先行きの不透明さ

は残るものの、全体として緩やかな回復傾向で推移しました。 

わが国経済は、海外景気の下振れリスクが残るものの、為替相場の円安基調など輸出環境が改善され

つつあり、本格的な景気回復への期待を背景に株価が上昇するなど回復の兆しが見られました。しかし

ながら、企業の情報化投資の回復は、依然として不透明な状況で推移しました。 

このような環境下、当社グループは前連結会計年度に引続き、市場動向に即応した分野からの受注獲

得を目指し、企業が新たに取組む市場およびその関連成長分野ならびに受注拡大が見込めるＩＴモダナ

イゼーションおよび次世代高速通信に関するＩＴ技術などの分野に注力した営業を展開した結果、連結

売上高は前年同四半期を上回りました。 

利益面においては、ソフトウエア開発事業における売上高の増加および原価率の改善などにより、連

結営業利益は前年同四半期を上回る結果となりました。また、連結経常利益および連結四半期純利益は

連結営業利益の増加に加え、投資有価証券売却益および為替差益の計上などにより営業外収益が増加し

たことにより、いずれも前年同四半期を上回る結果となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高および連結利益は、次のとおりとなりました。

  

 
  

当第１四半期連結累計期間のセグメント別の業績は、次のとおりとなりました。 

  

 
  

（ソフトウエア開発事業） 

金融・保険業向けの基幹業務案件、素材・建設業向けの再構築案件、情報・通信業向けのネットワー

ク管理案件および流通・サービス業向けの販売管理案件などの売上増に伴い、売上高は前年同四半期よ

り５億39百万円（26.8%）増加し、25億50百万円となりました。また、セグメント利益は売上高の増加

に加え、原価率の改善などにより前年同四半期より86百万円(110.5%)増加し、１億64百万円となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

金額
(百万円)

売上高比率
(％)

対前年同四半期

増減額
(百万円)

増減率
(％)

連結売上高 2,570 100.0 534 26.2

連結営業利益 85 3.3 78 1,167.3

連結経常利益 228 8.9 210 1,126.3

連結四半期純利益 124 4.9 209 ―

報告セグメント
金額

(百万円)
売上高比率

(％)

対前年同四半期

増減額
(百万円)

増減率 
(％)

ソフトウエア 
開発事業

売上高 2,550 100.0 539 26.8

セグメント利益 
(営業利益)

164 6.4 86 110.5

システム 
販売事業

売上高 19 100.0 △5 △22.8

セグメント損失(△) 
(営業損失)

△78 △407.5 △7 ―
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（システム販売事業） 

当第１四半期連結累計期間は、類似画像検索技術関連ライセンス販売に注力しましたが、受注が計画

を下回り、売上高は前年同四半期より５百万円（22.8%）減少し、19百万円となりました。また、セグ

メント損失は前年同四半期より損失が７百万円増加し、78百万円となりました。 

  

なお、連結営業利益の前年同四半期との増減分析は以下のとおりであります。 

  

 
  

また、当第１四半期連結累計期間において、投資有価証券の投資効果を高めるため、含み損が生じて

いた投資有価証券２銘柄の売却および含み益が生じていた投資有価証券３銘柄の売却を実施しました。

当売却により、当第１四半期連結損益計算書において、投資有価証券売却益（営業外収益）170,561千

円および投資有価証券売却損（営業外費用）79,463千円を計上しました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

資産は136億79百万円と前連結会計年度末に比して57百万円微減いたしました。 

負債は25億33百万円と前連結会計年度末より１億93百万円増加いたしました。これは主として未払法

人税等、賞与引当金および未払配当金の増加が、賞与の支払による未払金の減少を上回ったことによる

ものであります。 

純資産は111億45百万円と前連結会計年度末より２億50百万円減少いたしました。これは主として四

半期純利益の増加および時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加があったものの、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。なお、自己資本比率は81.1％と前連結会計

年度末より1.5ポイント減少いたしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、４億34百万円の増加

となり、前連結会計年度末の資金残高40億31百万円を受け、当第１四半期連結累計期間末の資金残高は

44億66百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は98百万円の減少となりました。この減少は、主として賞与支払に伴う未払賞

金額（百万円） 対売上高比率(％)

連結営業利益の対前年同四半期増減額 78 3.1

（増減分析）

ソフトウエア開発による営業利益の増減額 86 3.4

売上高の変動による増減額 28 1.1

外注比率の変動による増減額 5 0.2

社内開発分の原価率の変動による増減額 11 0.4

外注分の原価率の変動による増減額 12 0.5

販売費及び一般管理費比率の変動による増減額 6 0.2

余剰要員の変動による増減額 24 1.0

システム販売による営業利益の増減額 △7 △0.3

合 計 78 3.1

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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与の減少および法人税等の支払などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益および賞与引当金

の増加などの資金増加要因を上回ったこと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） 

投資活動の結果、資金は８億61百万円の増加となりました。この増加は、主として投資有価証券の売

却および有価証券の満期償還などの資金増加要因が、有価証券および投資有価証券の取得などの資金減

少要因を上回ったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は３億36百万円の減少となりました。この減少は、主として配当金の支払によ

るものであります。 

  

当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、目標を達成して推移しておりますが、当期の通期

業績予想につきましては、不確定要素があるため、期初計画のとおりとしております。 

   当期の通期業績予想を修正する必要があると判断した場合には、直ちに開示いたします。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年12月１日以後に取得し

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。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、新たに取得した有形固定資産はないため、損益に与え

る影響はありません。 

  

  

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,328,529 1,162,890

売掛金 975,280 998,709

有価証券 4,038,909 4,843,778

仕掛品 1,034,741 1,024,024

その他 131,392 257,181

貸倒引当金 △5,486 △6,032

流動資産合計 7,503,366 8,280,552

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 122,434 125,480

その他（純額） 53,030 50,971

有形固定資産合計 175,464 176,452

無形固定資産 265,534 255,606

投資その他の資産   

投資有価証券 3,686,072 2,917,428

繰延税金資産 408,322 327,917

敷金 221,194 226,231

保険積立金 1,336,098 1,337,200

その他 141,510 159,048

貸倒引当金 △885 △1,329

投資その他の資産合計 5,792,313 4,966,498

固定資産合計 6,233,313 5,398,556

資産合計 13,736,679 13,679,109
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 224,170 179,827

短期借入金 － 99,000

リース債務 51,804 52,870

未払金 978,500 308,889

未払法人税等 123,379 239,717

プログラム保証引当金 23,486 24,817

賞与引当金 － 319,404

受注損失引当金 808 2,061

その他 61,576 425,969

流動負債合計 1,463,726 1,652,557

固定負債   

リース債務 71,497 73,509

退職給付引当金 169,541 167,077

役員退職慰労引当金 596,194 600,810

資産除去債務 37,788 37,977

その他 1,572 1,758

固定負債合計 876,593 881,132

負債合計 2,340,320 2,533,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金 2,118,332 2,118,332

利益剰余金 7,782,547 7,390,383

自己株式 △652,108 △652,108

株主資本合計 11,487,459 11,095,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △102,705 51,117

為替換算調整勘定 △33,150 △47,443

その他の包括利益累計額合計 △135,855 3,673

新株予約権 44,755 46,450

純資産合計 11,396,359 11,145,419

負債純資産合計 13,736,679 13,679,109
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（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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 2,036,005 2,570,117

売上原価 1,645,805 2,080,414

売上総利益 390,199 489,703

販売費及び一般管理費 383,441 404,059

営業利益 6,757 85,643

営業外収益   

受取利息 299 108

有価証券利息 11,585 13,370

受取配当金 1,287 1,067

保険配当金 7,004 －

為替差益 － 38,262

投資有価証券売却益 － 170,561

雇用調整助成金 2,858 －

受取保険金 6,715 －

その他 1,940 4,212

営業外収益合計 31,691 227,583

営業外費用   

支払利息 404 507

為替差損 10,256 －

投資有価証券売却損 － 79,463

投資有価証券投資損失 5,856 1,467

その他 3,281 3,069

営業外費用合計 19,798 84,507

経常利益 18,650 228,720

特別利益   

新株予約権戻入益 264 －

特別利益合計 264 －

特別損失   

固定資産除売却損 － 17

特別損失合計 － 17

税金等調整前四半期純利益 18,914 228,702

法人税、住民税及び事業税 198,400 234,000

法人税等調整額 △94,336 △130,132

法人税等合計 104,063 103,867

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△85,148 124,835

四半期純利益又は四半期純損失（△） △85,148 124,835
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△85,148 124,835

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 153,403 153,822

為替換算調整勘定 3,905 △14,293

その他の包括利益合計 157,308 139,529

四半期包括利益 72,160 264,364

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 72,160 264,364

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日
 至 平成25年２月28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 18,914 228,702

減価償却費 34,587 44,301

株式報酬費用 1,797 1,695

貸倒引当金の増減額（△は減少） △377 633

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 695 1,331

賞与引当金の増減額（△は減少） 321,234 319,404

受注損失引当金の増減額（△は減少） 27,987 1,252

退職給付引当金の増減額（△は減少） △697 △2,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,036 4,616

受取利息及び受取配当金 △20,177 △14,547

支払利息 404 507

固定資産除売却損益（△は益） － 17

投資有価証券売却損益（△は益） － △91,097

売上債権の増減額（△は増加） 127,790 36,470

たな卸資産の増減額（△は増加） △262,272 10,716

仕入債務の増減額（△は減少） △466 △44,899

未払賞与の増減額（△は減少） △635,067 △629,963

その他の資産の増減額（△は増加） 2,010 △5,568

その他の負債の増減額（△は減少） △5,974 161,187

その他 18,928 △33,449

小計 △363,647 △11,152

利息及び配当金の受取額 27,887 24,103

利息の支払額 △696 △544

法人税等の支払額 △37,424 △110,705

営業活動によるキャッシュ・フロー △373,881 △98,298

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有価証券の取得による支出 △100,550 △203,886

有価証券の償還による収入 300,000 300,000

有形固定資産の取得による支出 △4,182 △2,480

無形固定資産の取得による支出 △50,905 △15,037

投資有価証券の取得による支出 △49,964 △503,777

投資有価証券の売却による収入 － 1,278,643

貸付金の回収による収入 － 149

敷金の差入による支出 △30 △4,683

敷金の回収による収入 － 216

保険積立金の積立による支出 △1,214 △1,214

保険積立金の解約による収入 174,525 －

その他 16,968 13,625

投資活動によるキャッシュ・フロー 284,648 861,555
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

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 230,000 230,000

短期借入金の返済による支出 △131,000 △131,000

自己株式の取得による支出 △35 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,145 △14,956

配当金の支払額 △427,914 △420,126

財務活動によるキャッシュ・フロー △342,094 △336,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,284 7,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △436,612 434,833

現金及び現金同等物の期首残高 4,263,935 4,031,568

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,827,323 4,466,402
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年12月１日 至 平成24年２月29日) 

 １．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

 
 (注) 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との間に差異はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年12月１日 至 平成25年２月28日) 

 １．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

 
 (注) 報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との間に差異はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

合計
ソフトウエア
開発事業

システム
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,010,991 25,013 2,036,005 2,036,005

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 2,010,991 25,013 2,036,005 2,036,005

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

78,089 △71,331 6,757 6,757

(単位：千円)

報告セグメント

合計
ソフトウエア
開発事業

システム
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,550,800 19,316 2,570,117 2,570,117

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 2,550,800 19,316 2,570,117 2,570,117

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

164,352 △78,708 85,643 85,643

（６）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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当社グループのセグメントは、ソフトウエア開発事業およびシステム販売事業の２つでありますが、

生産、受注および販売の状況については、ソフトウエア開発事業をさらに市場別に区分しております。

  

当第１四半期連結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、販売価格をもって表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 生産実績は、ソフトウエア開発事業に係るものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間における受注状況は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格をもって表示しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 受注状況は、ソフトウエア開発事業に係るものであります。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注および販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 市場別区分の名称 生産高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 160,138 △1.6

製造業 371,655 △5.2

金融・保険業 1,219,876 5.9

電力・運輸業 183,238 4.2

情報・通信業 396,665 12.8

流通・サービス業 150,032 99.7

官公庁・その他 ― ―

合計 2,481,604 7.5

② 受注状況

セグメントの名称 市場別区分の名称 受注高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

受注残高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 138,816 △24.7 138,585 △51.6

製造業 376,462 10.4 353,579 9.2

金融・保険業 1,080,215 27.0 1,271,649 5.6

電力・運輸業 168,627 60.5 192,902 △4.0

情報・通信業 359,705 △6.4 271,604 △20.3

流通・サービス業 124,906 0.9 219,761 88.7

官公庁・その他 ― ― ― ―

合計 2,248,732 13.1 2,448,083 △1.0
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当第１四半期連結累計期間における販売実績は次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績

セグメントの名称 市場別区分の名称 販売高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

ソフトウエア開発事業

素材・建設業 194,631 133.4

製造業 434,296 22.6

金融・保険業 1,222,636 18.0

電力・運輸業 126,418 17.4

情報・通信業 446,613 31.7

流通・サービス業 126,204 39.8

官公庁・その他 ― ―

小計 2,550,800 26.8

システム販売事業 19,316 △22.8

合計 2,570,117 26.2
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