
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

  
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け )

(百万円未満切捨て)

１．平成25年11月期第２四半期の連結業績（平成24年12月１日～平成25年５月31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２四半期 5,420 11.7 266 41.1 568 127.2 320 689.3
24年11月期第２四半期 4,852 19.0 189 ― 250 71.3 40 328.5

(注) 包括利益 25年11月期第２四半期 479百万円( 325.4％) 24年11月期第２四半期 112百万円( 112.6％)

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２四半期 18.61 18.55
24年11月期第２四半期 2.36 ―

（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２四半期 13,911 11,362 81.3
24年11月期 13,736 11,396 82.6

(参考) 自己資本 25年11月期第２四半期 11,315百万円 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 ― 0.00

25年11月期(予想) ― 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

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２Ｑ 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２Ｑ 1,050,796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２Ｑ 17,233,713株 24年11月期２Ｑ 17,233,419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。
・当社は、平成25年７月１日（月）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会の動画
等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。
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当第２四半期連結累計期間の世界経済は、昨年来の減速した状態から緩やかに持ち直しに向かってい

るものの、欧州の政府債務危機の長期化などに対する懸念は大きく、引続き先行きの不確実性が大きい

状況で推移しました。 

わが国経済は、海外景気の下振れリスクが残るものの、政府主導による経済対策および金融政策への

期待から円安および株価上昇の動きが見られ、回復の兆しが見え始めました。しかしながら、先行きの

不確実性への懸念から、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、金融機関の制度改訂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社内開発分の原価率の改善な

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２四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２四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、情報・通信業向けのネットワーク管理案件および通信基盤案件、

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５億85百万円

（12.3%）増加し、53億57百万円となりました。また、セグメント利益は売上高の増加に加え、社内開

発分の原価率の改善などにより前年同四半期より１億円(33.3%)増加し、４億円となりました。 

  

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 5,420 100.0 567 11.7

連結営業利益 266 4.9 77 41.1

連結経常利益 568 10.5 318 127.2

連結四半期純利益 320 5.9 280 689.3

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 5,357 100.0 585 12.3

セグメント利益 
(営業利益)

400 7.5 100 33.3

システム 
販売事業

売上高 62 100.0 △17 △22.1

セグメント損失(△) 
(営業損失)

△133 △212.9 △22 ―
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（システム販売事業） 

当第２四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17百万円（22.1%）減少し、62百万円となりました。また、セグ

メント損失は前年同四半期より損失が22百万円増加し、１億33百万円となりました。 

  

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。 

  

 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産は139億11百万円と前連結会計年度末に比して１億74百万円増加いたしました。これは主とし

て増収増益による現金及び預金の増加が、売却による投資有価証券の減少を上回ったことによるもので

あります。 

負債は25億48百万円と前連結会計年度末より２億８百万円増加いたしました。これは主として増益に

より未払法人税等が増加したことによるものであります。 

純資産は113億62百万円と前連結会計年度末より33百万円微減いたしました。なお、自己資本比率は

81.3％と前連結会計年度末より1.3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２四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、15億64百万円の増加

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２四半期連結累計期間末の資金残高は

55億95百万円となりました。 

（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５億12百万円の増加となりました。この増加は、税金等調整前四半期純利益

およびたな卸資産の減少などの資金増加要因が、法人税等の支払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。 

（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15億88百万円の増加となりました。この増加は、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らびに保険積立金の

積立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。 

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 77 1.4

（増減分析）

ソフトウエア開発による営業利益の増減額 100 1.8

売上高の変動による増減額 44 0.8

外注比率の変動による増減額 10 0.2

社内開発分の原価率の変動による増減額 22 0.4

外注分の原価率の変動による増減額 17 0.3

販売費及び一般管理費比率の変動による増減額 △48 △0.9

余剰要員の変動による増減額 55 1.0

システム販売による営業利益の増減額 △22 △0.4

合 計 77 1.4

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（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５億45百万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２四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、この変更による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）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２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,328,529 1,796,679

売掛金 975,280 901,060

有価証券 4,038,909 5,280,003

仕掛品 1,034,741 918,396

その他 131,392 128,710

貸倒引当金 △5,486 △3,438

流動資産合計 7,503,366 9,021,411

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 122,434 148,138

その他（純額） 53,030 50,858

有形固定資産合計 175,464 198,997

無形固定資産 265,534 247,753

投資その他の資産   

投資有価証券 3,686,072 1,932,744

繰延税金資産 408,322 316,593

敷金 221,194 222,497

保険積立金 1,336,098 1,776,255

その他 141,510 196,601

貸倒引当金 △885 △1,352

投資その他の資産合計 5,792,313 4,443,339

固定資産合計 6,233,313 4,890,090

資産合計 13,736,679 13,911,502
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 224,170 209,069

リース債務 51,804 58,946

未払金 978,500 946,270

未払法人税等 123,379 275,316

プログラム保証引当金 23,486 24,944

受注損失引当金 808 －

その他 61,576 130,518

流動負債合計 1,463,726 1,645,065

固定負債   

リース債務 71,497 90,159

退職給付引当金 169,541 164,747

役員退職慰労引当金 596,194 608,644

資産除去債務 37,788 38,166

その他 1,572 1,818

固定負債合計 876,593 903,537

負債合計 2,340,320 2,548,602

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 7,586,000

自己株式 △652,108 △650,321

株主資本合計 11,487,459 11,292,699

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 76,626

為替換算調整勘定 △33,150 △53,715

その他の包括利益累計額合計 △135,855 22,911

新株予約権 44,755 47,289

純資産合計 11,396,359 11,362,899

負債純資産合計 13,736,679 13,911,502
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 4,852,186 5,420,100

売上原価 3,850,354 4,330,192

売上総利益 1,001,831 1,089,907

販売費及び一般管理費 812,796 823,246

営業利益 189,035 266,661

営業外収益   

受取利息 394 116

有価証券利息 25,746 33,202

保険配当金 16,178 16,011

投資有価証券売却益 － 281,166

雇用調整助成金 10,888 －

為替差益 14,295 54,843

その他 11,044 6,446

営業外収益合計 78,547 391,787

営業外費用   

支払利息 710 912

投資有価証券売却損 7,572 84,752

投資有価証券投資損失 5,856 1,467

投資組合費 3,281 3,049

その他 135 145

営業外費用合計 17,554 90,326

経常利益 250,027 568,121

特別利益   

新株予約権戻入益 264 475

特別利益合計 264 475

特別損失   

固定資産除売却損 752 396

特別損失合計 752 396

税金等調整前四半期純利益 249,539 568,200

法人税、住民税及び事業税 174,122 263,000

法人税等調整額 34,784 △15,509

法人税等合計 208,906 247,490

少数株主損益調整前四半期純利益 40,632 320,710

四半期純利益 40,632 320,710
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 第２四半期連結会計期間 
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年３月１日
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年５月31日) 

売上高 2,816,181 2,849,982

売上原価 2,204,548 2,249,778

売上総利益 611,632 600,204

販売費及び一般管理費 429,355 419,186

営業利益 182,277 181,017

営業外収益   

受取利息 94 8

有価証券利息 14,160 19,831

保険配当金 9,173 16,011

投資有価証券売却益 － 110,605

雇用調整助成金 8,030 －

為替差益 24,551 16,580

その他 1,100 1,166

営業外収益合計 57,112 164,203

営業外費用   

支払利息 305 405

投資有価証券売却損 7,572 5,289

その他 135 124

営業外費用合計 8,012 5,819

経常利益 231,377 339,401

特別利益   

新株予約権戻入益 － 475

特別利益合計 － 475

特別損失   

固定資産除売却損 752 378

特別損失合計 752 378

税金等調整前四半期純利益 230,624 339,497

法人税、住民税及び事業税 △24,277 29,000

法人税等調整額 129,121 114,623

法人税等合計 104,843 143,623

少数株主損益調整前四半期純利益 125,780 195,874

四半期純利益 125,780 195,874
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 40,632 320,710

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 61,817 179,332

為替換算調整勘定 10,256 △20,565

その他の包括利益合計 72,073 158,766

四半期包括利益 112,706 479,476

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 112,706 479,476

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 第２四半期連結会計期間 
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年３月１日
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,780 195,874

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △91,586 25,509

為替換算調整勘定 6,351 △6,272

その他の包括利益合計 △85,234 19,237

四半期包括利益 40,546 215,112

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,546 215,112

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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日
 至 平成25年５月31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 249,539 568,200

減価償却費 71,002 87,833

株式報酬費用 3,182 3,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △143 △1,960

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) 1,710 1,458

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,384 △808

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,232 △4,793

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,804 12,450

受取利息及び受取配当金 △44,065 △50,805

支払利息 710 912

為替差損益（△は益） △14,384 △55,111

固定資産除売却損益（△は益） 752 396

投資有価証券売却損益（△は益） 7,572 △196,413

売上債権の増減額（△は増加） 60,500 79,278

たな卸資産の増減額（△は増加） 92,510 116,345

仕入債務の増減額（△は減少） 9,304 △15,864

未払賞与の増減額（△は減少） 4,924 9,723

その他の資産の増減額（△は増加） 19,381 △20,446

その他の負債の増減額（△は減少） 58,324 22,596

その他 8,142 2,310

小計 549,919 558,496

利息及び配当金の受取額 51,472 67,227

利息の支払額 △1,052 △905

法人税等の支払額 △41,457 △112,787

営業活動によるキャッシュ・フロー 558,882 512,029

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 500,000 800,000

有形固定資産の取得による支出 △5,975 △3,822

無形固定資産の取得による支出 △87,340 △33,242

投資有価証券の取得による支出 △256,688 △603,632

投資有価証券の売却による収入 － 2,043,877

貸付けによる支出 △600 －

貸付金の回収による収入 29 238

敷金の差入による支出 △3,671 △4,683

敷金の回収による収入 9,494 4,232

保険積立金の積立による支出 △191,782 △440,299

保険積立金の解約による収入 174,525 －

その他 44,889 29,729

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,331 1,588,512
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31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 △230,000 △230,000

自己株式の純増減額（△は増加） △35 1,343

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27,480 △30,786

配当金の支払額 △517,627 △516,537

財務活動によるキャッシュ・フロー △545,143 △545,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,385 9,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,455 1,564,328

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 4,373,390 5,595,897
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年12月１日 至 平成24年５月31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２四半期連結累計期間(自 平成24年12月１日 至 平成25年５月31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 4,771,666 80,519 4,852,186 4,852,186

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 4,771,666 80,519 4,852,186 4,852,186

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

300,142 △111,107 189,035 189,035

(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 5,357,365 62,734 5,420,100 5,420,100

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ―

計 5,357,365 62,734 5,420,100 5,420,100

セグメント利益 
又はセグメント損失(△)

400,229 △133,568 266,661 266,661

（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２四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２四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 328,267 △10.0

製造業 801,571 2.1

金融・保険業 2,546,114 7.9

電力・運輸業 362,266 13.4

情報・通信業 797,763 17.5

流通・サービス業 314,549 77.6

官公庁・その他 ― ―

合計 5,150,530 9.9

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 312,886 0.3 130,290 △17.3

製造業 839,502 11.7 404,417 21.5

金融・保険業 2,682,620 15.6 1,570,539 28.5

電力・運輸業 351,151 10.7 111,815 △24.6

情報・通信業 840,239 13.4 321,726 △17.3

流通・サービス業 290,879 12.5 171,278 △1.8

官公庁・その他 ― ― ― ―

合計 5,317,281 13.1 2,710,067 11.8
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当第２四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 376,997 10.9

製造業 846,499 11.9

金融・保険業 2,526,151 1.5

電力・運輸業 390,030 4.7

情報・通信業 877,025 35.4

流通・サービス業 340,660 104.0

官公庁・その他 ― ―

小計 5,357,365 12.3

システム販売事業 62,734 △22.1

合計 5,420,100 11.7
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