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  （百万未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  4,337  △6.3  277  6.7  282  12.0  165  30.3

25年３月期第２四半期  4,630  5.9  260  △25.0  252  △27.9  127  △34.4

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 166百万円（ ％） 29.3   25年３月期第２四半期 128百万円 （ ％） △33.4

  
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 

26年３月期第２四半期  34.01  －

25年３月期第２四半期  26.09  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年３月期第２四半期  7,398  5,085  68.7  1,043.60

25年３月期  7,172  4,980  69.4  1,021.87

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 5,085百万円   25年３月期 4,980百万円 

  
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

25年３月期  － 12.50 －  12.50 25.00

26年３月期  － 12.50   

26年３月期（予想）   －  12.50 25.00

（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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  9,500  4.7  680  8.4  680  8.8  399  15.4  81.87

（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 

  

 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の

作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 6,206,496株 25年３月期 6,206,496株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,333,114株 25年３月期 1,333,039株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 4,873,402株 25年３月期２Ｑ 4,873,457株

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に対するレビュー手続は終了していません。

（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、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。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２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、堅調な公共投資や

底堅い個人消費に加え、設備投資にも非製造業を中心に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな回復基調となり

ました。 

 しかしながら、ソフトウエア投資におきましては、慎重な投資姿勢を継続している企業も多く、また、価格競争

の激化など依然として厳しい状況で推移しました。 

 この中にあって当社グループは、重点新規顧客との取引案件が拡大した一方、既存顧客の保険業界向け大型案件

が端境期となり減少しました。 

 その結果、連結売上高は4,337百万円（対前年同四半期増減率6.3％減）と減収となりました。また、利益面につ

きましては、退職給付費用の軽減及び原価低減などにより、営業利益は277百万円（同6.7％増）、経常利益は282

百万円（同12.0％増）、四半期純利益は165百万円（同30.3％増）と増益となりました。 

 なお、サービス分野別の売上高については、システムの企画／設計・開発フェーズで提供するシステム・ソリュ

ーションサービスは、公共の中央官庁向け案件が拡大する一方、保険業界向け案件の収束などにより、2,179百万

円（同22.2％減）となりました。また、システムの稼働後に提供するシステム・メンテナンスサービスは、保険業

界向け案件が開発フェーズから保守フェーズへ移行したこと及びシステム基盤案件の継続受注などにより、2,157

百万円（同18.1％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は7,398百万円と前連結会計年度末（7,172百万円）と比較し225百万円

増加しました。主な要因は、長期預金が70百万円減少するなど固定資産合計が85百万円減少した一方、現金及び預

金が398百万円増加するなど流動資産合計が310百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は2,312百万円と前連結会計年度末（2,192百万円）と比較し119百万円増加しました。主な要因は、未

払法人税等が107百万円増加するなど流動負債合計が90百万円増加、また、退職給付引当金が43百万円増加するな

ど固定負債合計が29百万円増加したことによるものであります。 

 純資産合計は5,085百万円と前連結会計年度末（4,980百万円）と比較し105百万円増加しました。主な要因は、

剰余金の配当60百万円などによる減少及び当四半期純利益165百万円の計上による増加であります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日に開示いたしました予想数値に変更はありま

せん。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算   

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算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
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,265,136 3,663,821

売掛金 1,247,646 1,087,838

仕掛品 22,839 116,655

その他 260,216 238,352

流動資産合計 4,795,838 5,106,668

固定資産   

有形固定資産 79,466 75,109

無形固定資産 37,207 34,032

投資その他の資産   

長期預金 1,170,000 1,100,000

その他 1,092,690 1,085,159

貸倒引当金 △2,371 △2,371

投資その他の資産合計 2,260,318 2,182,788

固定資産合計 2,376,993 2,291,930

資産合計 7,172,831 7,398,599

負債の部   

流動負債   

買掛金 251,990 292,405

未払法人税等 18,685 126,495

賞与引当金 445,526 456,941

役員賞与引当金 8,150 5,900

受注損失引当金 － 3,000

その他 380,039 309,913

流動負債合計 1,104,392 1,194,657

固定負債   

退職給付引当金 975,435 1,018,664

その他 112,940 99,440

固定負債合計 1,088,375 1,118,104

負債合計 2,192,768 2,312,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 689,044 689,044

資本剰余金 665,722 665,722

利益剰余金 4,507,170 4,611,977

自己株式 △882,807 △882,862

株主資本合計 4,979,130 5,083,881

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 933 1,955

その他の包括利益累計額合計 933 1,955

純資産合計 4,980,063 5,085,837

負債純資産合計 7,172,831 7,398,599
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,630,020 4,337,099

売上原価 3,842,981 3,548,973

売上総利益 787,039 788,126

販売費及び一般管理費 526,667 510,342

営業利益 260,372 277,784

営業外収益   

受取利息 1,989 1,383

保険返戻金 4,412 －

保険配当金 418 1,137

その他 1,443 2,336

営業外収益合計 8,264 4,856

営業外費用   

投資有価証券評価損 6,452 －

保険解約損 9,804 －

固定資産除却損 0 12

その他 35 1

営業外費用合計 16,292 13

経常利益 252,343 282,627

特別損失   

事務所移転費用 31,142 －

特別損失合計 31,142 －

税金等調整前四半期純利益 221,200 282,627

法人税等 94,045 116,903

少数株主損益調整前四半期純利益 127,154 165,724

四半期純利益 127,154 165,724
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 127,154 165,724

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,814 1,021

その他の包括利益合計 1,814 1,021

四半期包括利益 128,968 166,746

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,968 166,746

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。    

   

 当社グループは、バリュー・ソリューションサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。  

   

 生産、受注及び販売の実績 

当社グループの事業は、バリュー・ソリューションサービス事業単一でありますが、サービス分野別の生産、受注及

び販売の状況を示すと、次のとおりであります。 

  

①生産実績 

（注）上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注高は「受注・売上管理規則」に基づき個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領したと

きをもって計上しております。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４.補足情報

サービス分野別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  2,288,871  △18.9

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,160,021  17.7

合計(千円)  4,448,892  △4.5

サービス分野別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日） 

受注高 
対前年同四半期 

増減率（％） 
受注残高 

対前年同四半期 

増減率（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  2,303,081  △21.5  974,394  △2.8

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,221,943  19.9  671,351  26.9

合計(千円)  4,525,024  △5.4  1,645,745  7.5
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③販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

また、業種別販売実績は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

サービス分野別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  2,179,905  △22.2

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,157,194  18.1

合計(千円)  4,337,099  △6.3

業種別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

金融 

銀行(千円)  649,433  1.3

証券(千円)  402,949  △8.0

保険(千円)  2,197,150  △12.2

金融小計(千円)  3,249,533  △9.3

非金融 

公共(千円)  290,034  39.6

流通(千円)  151,630  △3.6

クレジット(千円)  377,410  △3.3

その他(千円)  268,491  △8.3

非金融小計(千円)  1,087,566  3.8

合計(千円)  4,337,099  △6.3
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