
１．平成25年12月期第１四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日）

（注）１.平成24年12月期第１四半期については、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表を作成しておりませんが、参

考情報として、平成24年12月期第１四半期の実績及び平成25年12月期第１四半期の対前年同四半期増減率を記

載しております。

２.当社は、平成25年３月22日付けで東京証券取引所市場第一部に上場しているため、平成25年12月期第１四半期

の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から平成25年12月期第１四半期会計期間末までの平

均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

（２）財政状態

２．配当の状況

配当予想の修正については、本日（平成25年４月30日）公表いたしました「平成25年12月期配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25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 ％

25年12月期第１四半期 3,743 8.5 362 236.0 312 517.5 110 －

24年12月期第１四半期 3,449 － 107 － 50 － △52 －

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12月期第１四半期 4.84 4.65

24年12月期第１四半期 △2.32 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 24,118 17,468 72.4

24年12月期 22,619 15,018 66.4

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 17,468百万円 24年12月期 15,018百万円

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

24年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

25年12月期 －

25年12月期（予想） 0.00 － 17.50 17.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 8,301 11.5 1,362 91.2 1,294 96.1 621 160.8 26.17

通期 17,851 14.1 4,042 91.2 3,952 94.2 2,089 156.3 86.12

（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

（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）

※  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、四半期財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※  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。

（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 ： 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12月期１Ｑ 24,762,700株 24年12月期 22,462,700株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ －株 24年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 22,743,811株 24年12月期１Ｑ 22,462,700株
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期における我が国経済は、金融緩和をはじめとする経済成長戦略への期待感から、円安・株高が進行

するなど、景気回復への明るい兆しが見られたものの、海外景気の下振れによる影響が懸念されるなど、依然とし

て景気動向は不透明な状況で推移しております。

当社の属する情報通信業界におきましては、金融機関のIT投資の回復、製造・非製造業の更新投資拡大などによ

り穏やかな回復が続き、業務システムのグローバル対応、ビッグデータの活用、システム基盤の仮想化やクラウド

化など、新たなソフトウェアへの投資も持続的に行われております。

自動車業界におきましては、エコカー減税の終了に伴い新車販売は減少しておりますが、当社の多くのお客様が

属する自動車アフターマーケット業界では、車検、補修市場は変わらず底堅く推移しております。

このような事業環境の中、当社は「産業プラットフォーム」上での顧客企業への事業支援ITサービスの拡大によ

る成長を加速すべく取り組んでまいりました。具体的には、当社ネットワークサービスを拡大するため、主力であ

る、整備・鈑金事業者、部品商、リサイクル事業者向けのネットワーク型業務アプリケーションの販売を引き続き

強化し、それに加え、カーオーナーに対する提案力、サービス向上のツールとなる「Carpod Tab（カーポッドタ

ブ）」、「BL．パーツオーダーシステム」の２つの新サービスのマーケットへの浸透に注力しました。また、販売

強化のためコンサルティング型の営業を強化するとともに、ユーザーとの情報交換の場としてユーザー会活動を全

国で推進しております。なお、平成25年３月には「国際オートアフターマーケットEXPO 2013」において、「産業

プラットフォーム」を構成する各種商品・ソリューションを出展し、積極的に需要喚起を行いました。

この結果、当第１四半期の経営成績は売上高37億43百万円、営業利益３億62百万円、経常利益３億12百万円、四

半期純利益１億10百万円となりました。

なお、マネジメント・バイアウト（MBO）の実施に伴い発生したのれん償却費を１億67百万円計上しており、こ

れを控除した、のれん償却前営業利益は５億29百万円であり、のれん償却前四半期純利益は２億77百万円となりま

した。

当社はITサービス事業の単一セグメントでありますが、売上分野別の状況は次のとおりであります。

システム販売分野は、部品商、リサイクル事業者向け業務アプリケーションの販売が好調に推移し、売上高は26

億９百万円となりました。

システムサポート分野は、保守は堅調に推移しましたが、サプライ品販売の減少により売上高は３億23百万円と

なりました。

ネットワークサービス分野は、ネットワーク型システムの販売増加によりサーバー提供サービスが順調に推移す

るなど売上高は８億10百万円となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて14億99百万円増加し、241億18百万円となり

ました。これは主に、売掛金が１億35百万円、繰延税金資産が１億90百万円減少し、のれんの償却が進んだ無形固

定資産が１億46百万円減少した一方、株式上場に伴う新株発行等により、現金及び預金が19億55百万円増加したこ

とによるものです。また、負債は長期借入金の返済などにより前事業年度末に比べて９億50百万円減少し66億50百

万円となりました。 

なお、純資産額は、利益剰余金の増加１億10百万円、株式上場に伴う新株発行により資本金及び資本準備金がそ

れぞれ11億67百万円増加したことなどにより、前事業年度末に比べて24億50百万円増加し、174億68百万円となり

ました。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年３月22日に公表いたしました業績予想から変更はございま

せん。

なお、当社のシステム販売分野はシステムの使用権を当社がリース会社に販売し、リース会社が顧客へ主に６年

でリース販売する契約形態が多くなっており、過去に販売した業務アプリケーションの更新時期の偏りにより、第

２四半期会計期間、特に第４四半期会計期間において売上が増加する特徴があります。

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

（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、当第１四半期会計期間より、平成25年１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方法に変更しております。

この変更による当第１四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
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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12月31日)

当第１四半期会計期間

(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,604,657 5,560,199

受取手形 56,923 31,397

売掛金 2,266,245 2,130,975

商品 95,819 105,429

貯蔵品 5,692 6,648

前払費用 211,219 274,206

繰延税金資産 1,236,868 1,046,115

未収入金 1,277,506 1,294,915

その他 15,790 18,348

貸倒引当金 △9,085 △7,387

流動資産合計 8,761,635 10,460,848

固定資産

有形固定資産 520,925 495,086

無形固定資産

のれん 11,368,469 11,201,285

ソフトウエア 1,107,024 1,127,762

無形固定資産合計 12,475,494 12,329,048

投資その他の資産

投資有価証券 265,178 243,651

関係会社出資金 100,000 100,000

従業員に対する長期貸付金 1,763 1,928

破産更生債権等 9,360 9,293

長期前払費用 79,216 72,415

敷金及び保証金 409,271 410,253

その他 5,550 5,550

貸倒引当金 △9,360 △9,293

投資その他の資産合計 860,979 833,798

固定資産合計 13,857,399 13,657,933

資産合計 22,619,034 24,118,781
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（単位：千円）

前事業年度

(平成24年12月31日)

当第１四半期会計期間

(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 83,792 88,427

買掛金 317,906 239,083

1年内返済予定の長期借入金 1,500,000 1,500,000

リース債務 24,779 24,850

未払金 2,084,995 2,120,536

未払費用 420,559 392,882

未払法人税等 84,716 27,630

未払消費税等 67,655 97,661

前受金 45,708 45,073

預り金 68,252 117,695

賞与引当金 405,599 256,937

損害補償損失引当金 33,955 33,854

その他 31,201 31,201

流動負債合計 5,169,122 4,975,833

固定負債

長期借入金 2,250,000 1,500,000

リース債務 60,186 53,947

資産除去債務 111,308 111,615

繰延税金負債 9,988 8,715

固定負債合計 2,431,482 1,674,277

負債合計 7,600,605 6,650,111

純資産の部

株主資本

資本金 5,615,675 6,783,155

資本剰余金 5,615,675 6,783,155

利益剰余金 3,797,771 3,907,929

株主資本合計 15,029,121 17,474,239

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,692 △5,569

評価・換算差額等合計 △10,692 △5,569

純資産合計 15,018,428 17,468,670

負債純資産合計 22,619,034 24,118,781
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成25年１月１日

至 平成25年３月31日)

売上高 3,743,560

売上原価 1,083,905

売上総利益 2,659,655

販売費及び一般管理費 2,297,148

営業利益 362,507

営業外収益

受取利息 368

貸倒引当金戻入額 1,764

その他 3,449

営業外収益合計 5,582

営業外費用

支払利息 8,651

株式公開費用 43,658

その他 3,486

営業外費用合計 55,796

経常利益 312,293

税引前四半期純利益 312,293

法人税、住民税及び事業税 12,655

法人税等調整額 189,480

法人税等合計 202,135

四半期純利益 110,157
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該当事項はありません。

当社は、平成25年３月22日付で東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。この上場にあたり、平成25年３

月21日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株発行により、資本金及び

資本準備金がそれぞれ1,167,480千円増加しております。この結果、当第１四半期会計期間末において資本金及び

資本準備金はそれぞれ6,783,155千円となっております。

当期実績及び業績予想

前期実績

（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

４．補足情報

平成25年12月期

第１四半期累計

（百万円）

売上構成比

（％）

通期業績予想

進捗率（％）

前年同四半期

増減率（％）

通期業績予想

（百万円）

売上高 3,743 %100.0 %21.0 %8.5 17,851

システム販売分野 2,609 %69.7 %20.1 %8.5 12,982

システムサポート分野 323 %8.6 %23.3 %△0.9 1,386

ネットワークサービス分野 810 %21.7 %23.3 %12.7 3,482

営業利益 362 %9.7 %9.0 %236.0 4,042

四半期（当期）純利益 110 %2.9 %5.3 － 2,089

平成24年12月期

第１四半期累計

（百万円）

売上構成比

（％）

通期業績

進捗率（％）

前年同四半期

増減率（％）

通期業績

（百万円）

売上高 3,449 %100.0 %22.1 %3.6 15,641

システム販売分野 2,404 %69.7 %21.2 %△1.5 11,353

システムサポート分野 326 %9.5 %25.5 %4.3 1,279

ネットワークサービス分野 718 %20.8 %23.9 %25.2 3,008

営業利益 107 %3.1 %5.1 － 2,114

四半期（当期）純利益又は純

損失（△）

△52 － － － 815
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