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(百万円未満切捨て)

１．平成25年3月期第１四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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3月期第１四半期 884 0.8 34 △31.2 38 △27.4 19 △53.1

24年3月期第１四半期 876 8.1 50 ― 52 ― 42 ―

(注) 包括利益 25年3月期第１四半期 18百万円(△52.1％) 24年3月期第１四半期 38百万円(―％)

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3月期第１四半期 2 51 ―

24年3月期第１四半期 5 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3月期第１四半期 4,338 1,874 43.2

24年3月期 4,328 1,893 43.7

(参考) 自己資本 25年3月期第１四半期 1,874百万円 24年3月期 1,893百万円

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3月期 ― 0 00 ― 4 00 4 00

25年3月期 ―

25年3月期(予想) 0 00 ― 5 00 5 00

３．平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
(％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

通期 3,550 5.7 170 22.3 175 19.9 100 △48.9 12 71



  

 

 
(注)第１四半期より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P.４「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。 

 
  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

・上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、実際の業績は今後さまざまな要
因によって予想数値と異なる場合があります。なお、当社グループはパッケージソフトウェアの開発・
販売を主たる事業としているため、当社グループの業績は売上高の増減がほぼそのまま営業利益に反映
するという特徴があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等
については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的分析」をご覧ください。 

※ 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           、除外 ―社

（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

（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３月期１Ｑ 8,257,600株 24年３月期 8,257,600株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 392,715株 24年３月期 392,637株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 7,864,959株 24年３月期１Ｑ 7,866,360株

※ 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
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要等もあり、緩やかなが

ら回復傾向にありますが、欧州債務問題の再燃や円高の長期化により、先行き不透明な状態で推移してお

ります。 

そのような状況の中、当社グループでは事業ドメインを建設、設備関連以外にも広げるべく、プロジェ

クト・マネジメント分野への取り組みを強化してまいりました。また、既存事業分野においては、積極的

な製品開発に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、前年同期に比して0.8％増加し884百万円とな

りました。 

利益面では、プロジェクト・マネジメント分野において海外市場開拓に伴う費用が増加したことから、

経常利益は前年同期に比して27.4％減少し38百万円となりました。また、四半期純利益は、東京事務所の

移転に伴う特別損失（13百万円）を計上したことなどにより、前年同期に比して53.1％減少し19百万円と

なりました。 

  

セグメント別の概況は次の通りであります。 

（建設関連事業） 

建設関連事業につきましては、前年同期に比して大口顧客向けの商談に遅れが生じており、当第１四

半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比して2.1％減少し679百万円となりました。 

利益面では、昨年11月に設立したBeing Global Services,LLCを通じて、海外におけるプロジェク

ト・マネジメント・ソフトウェア市場の開拓に積極的な投資を行ったことから、セグメント利益は前年

同期に比して81.5％減少し６百万円となりました。 

（設備関連事業） 

設備関連事業につきましては、引き続き住宅建設の増加を背景として主力ＣＡＤソフトの販売が好調

であったことに加えて、前期に行った営業エリアの拡大による効果もあり、当第１四半期連結累計期間

の売上高は、前年同期に比して11.8％増加し204百万円となりました。この結果、セグメント利益は

56.4％増加し33百万円となりました。 

  

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
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（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて９百万円増加し、4,338百万円

となりました。これは主に、現金及び預金が96百万円、未収入金などの増加によりその他の流動資産が

50百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が87百万円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて28百万円増加し、2,463百万円となりました。これ

は主に、未払金や預り金などのその他流動負債が68百万円、買掛金が13百万円それぞれ増加し、賞与引

当金が41百万円、未払法人税等が13百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産につきましては、四半期純利益19百万円を計上したものの、利益剰余金31百万円を配当したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて18百万円減少し、1,874百万円となりました。この結果、自

己資本比率は前連結会計年度末に比べて0.5ポイント減少し、43.2％となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べて37百万円増加し、1,010百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は120百万円（前年同四半期は222百

万円の獲得）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益24百万円や売上債権の減少87百万

円などの収入があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は90百万円（前年同四半期は96百万

円の収入）となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出59百万円（純額）、ソフトウエ

ア開発に伴う無形固定資産の取得による支出21百万円などがあったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は、29百万円（前年同四半期は０百

万円の支出）となりました。これは主に、配当金の支払28百万円などによるものです。 

  

平成25年3月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移したため平成24年５月11日に公表し

た業績予想に変更はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（1）財政状態の分析

（2）キャッシュ・フローの状況の分析

（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。 

  

特定子会社以外の子会社の異動 

当第１四半期連結会計期間より、Being Global Services, LLCは重要性が増加したため、連結の範囲

に含めております。 

  

当社及び国内連結子会社は、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４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、これによる当第１四半期連結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

（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）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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,481,867 1,578,374

受取手形及び売掛金 578,340 491,116

有価証券 712,925 709,465

商品及び製品 363 1,010

原材料及び貯蔵品 3,725 5,427

繰延税金資産 197,614 200,094

その他 19,401 69,467

貸倒引当金 △1,000 △1,050

流動資産合計 2,993,239 3,053,906

固定資産

有形固定資産 234,073 242,040

無形固定資産

のれん 351,815 346,538

その他 42,831 59,548

無形固定資産合計 394,646 406,086

投資その他の資産

投資有価証券 313,314 315,995

その他 405,340 332,326

貸倒引当金 △12,135 △12,135

投資その他の資産合計 706,518 636,186

固定資産合計 1,335,238 1,284,312

資産合計 4,328,478 4,338,219

負債の部

流動負債

買掛金 46,489 59,661

未払法人税等 23,082 9,202

前受収益 707,503 709,391

賞与引当金 107,781 65,904

その他 206,540 274,689

流動負債合計 1,091,396 1,118,851

固定負債

退職給付引当金 322,164 334,277

役員退職慰労引当金 2,795 3,044

繰延税金負債 168 843

長期前受収益 1,015,947 1,004,148

その他 2,915 2,672

固定負債合計 1,343,991 1,344,985

負債合計 2,435,387 2,463,837
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,586,500 1,586,500

資本剰余金 197,982 197,982

利益剰余金 271,323 254,186

自己株式 △85,671 △85,682

株主資本合計 1,970,134 1,952,987

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △77,044 △80,366

為替換算調整勘定 － 1,761

その他の包括利益累計額合計 △77,044 △78,605

純資産合計 1,893,090 1,874,381

負債純資産合計 4,328,478 4,338,219
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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４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 876,992 884,177

売上原価 237,827 227,352

売上総利益 639,165 656,824

販売費及び一般管理費 588,992 622,305

営業利益 50,172 34,518

営業外収益

受取利息 4,660 3,881

受取配当金 132 152

雑収入 497 940

営業外収益合計 5,290 4,974

営業外費用

支払利息 12 12

投資事業組合運用損 924 －

障害者雇用納付金 600 1,440

雑損失 1,501 0

営業外費用合計 3,038 1,452

経常利益 52,424 38,040

特別損失

固定資産除却損 1,181 329

投資有価証券評価損 1,120 －

事務所移転費用 － 13,059

特別損失合計 2,301 13,388

税金等調整前四半期純利益 50,123 24,652

法人税、住民税及び事業税 5,755 7,383

法人税等調整額 2,227 △2,500

法人税等合計 7,982 4,883

少数株主損益調整前四半期純利益 42,141 19,768

四半期純利益 42,141 19,768

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４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 42,141 19,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,121 △3,322

為替換算調整勘定 － 1,761

その他の包括利益合計 △4,121 △1,560

四半期包括利益 38,020 18,208

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 38,020 18,208

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４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30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 50,123 24,652

減価償却費 13,884 9,245

のれん償却額 5,277 5,277

貸倒引当金の増減額（△は減少） 309 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,673 △41,876

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,301 12,113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 255 249

受取利息及び受取配当金 △4,793 △4,034

支払利息 12 12

投資有価証券評価損益（△は益） 1,120 －

投資事業組合運用損益（△は益） 924 －

固定資産除却損 1,181 329

事務所移転費用 － 13,059

売上債権の増減額（△は増加） 134,216 87,224

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,728 △2,348

仕入債務の増減額（△は減少） 12,128 13,172

未払又は未収消費税等の増減額 15,876 △4,918

前受収益の増減額（△は減少） 15,764 1,888

長期前受収益の増減額（△は減少） △9,778 △11,799

その他 42,562 39,864

小計 235,964 142,161

利息及び配当金の受取額 5,029 3,830

利息の支払額 △12 △12

移転費用の支払額 － △6,959

法人税等の支払額 △18,162 △18,135

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,817 120,883

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 △50,000 △159,000

定期預金の払戻による収入 150,000 100,000

有価証券の取得による支出 △90 △77

有形固定資産の取得による支出 △1,043 △7,248

無形固定資産の取得による支出 － △21,534

投資有価証券の取得による支出 △2,099 △1,770

敷金及び保証金の差入による支出 △669 △1,369

敷金及び保証金の回収による収入 610 1,013

保険積立金の積立による支出 △174 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー 96,533 △90,039
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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４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △242 △242

自己株式の取得による支出 － △11

配当金の支払額 － △28,879

財務活動によるキャッシュ・フロー △242 △29,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 319,108 3,281

現金及び現金同等物の期首残高 748,235 972,867

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 34,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,067,344 ※１ 1,010,374
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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４月１日  至  平成23年６月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、のれん償却額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成 24年６月30日) 

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、のれん償却額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額 
(注)２建設関連事業 設備関連事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 693,833 183,159 876,992 ― 876,992

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,363 1,800 4,163 △4,163 ―

計 696,196 184,959 881,156 △4,163 876,992

セグメント利益 34,023 21,426 55,450 △5,277 50,172

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額 
(注)２建設関連事業 設備関連事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 679,381 204,795 884,177 ― 884,177

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

6,279 ― 6,279 △6,279 ―

計 685,660 204,795 890,456 △6,279 884,177

セグメント利益 6,286 33,509 39,796 △5,277 34,518

（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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