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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年12月期第3四半期 8,813 10.8 1,487 42.4 1,579 35.6 926 52.2
23年12月期第3四半期 7,956 △8.4 1,044 △8.6 1,164 △7.9 608 △16.8

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,055百万円 （185.8％） 23年12月期第3四半期 369百万円 （△48.2％）

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

24年12月期第3四半期 100.94 ―
23年12月期第3四半期 66.30 ―

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

24年12月期第3四半期 15,609 12,711 81.0 1,377.57
23年12月期 14,169 11,976 84.2 1,298.59
（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  12,649百万円 23年12月期  11,924百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年12月期 ― ― ― 36.00 36.00
24年12月期 ― ― ―
24年12月期（予想） 45.00 45.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 10,832 4.5 1,934 39.1 1,899 21.1 1,100 42.3 119.82



(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、添付資料の３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 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、添付資料の３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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 
 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 
 上記に記載した予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期3Q 9,350,000 株 23年12月期 9,350,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 167,473 株 23年12月期 167,351 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 9,182,555 株 23年12月期3Q 9,182,665 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられ回復を続けてまいりま

したが、海外経済の減速の影響を受け、輸出や生産が落ち込み、足踏み状態となっております。 

 当業界におきましても、ユーザー企業の設備投資計画が昨年度から持ち越しとなった案件などがあり、景況感の悪

化にかかわらず底堅かったものの、開発案件の受注回復ベースは緩やかで、増益幅は小幅になるものと推定いたしま

す。 

 このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレータとして、多様化するお客様のニーズにフレキ

シブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの３つの重点戦略を掲げ、積極的

に営業展開を進めてまいりました。 

 具体的には、前期に減収減益となった反省を踏まえ、①商品化の促進、②ソフトウェア開発業務ならびにプロジェ

クト管理の改善、③ＥＲＰ商品化の推進に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高88億13百万円（前年同期比10.8％増）、営業利益14億87

百万円（同42.4％増）、経常利益15億79百万円（同35.6％増）、四半期純利益9億26百万円（同52.2％増）となりま

した。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①情報処理・ソフトウェア開発業務 

 情報処理・ソフトウェア開発業務としましては、ソフトウェア業務、システム運用業務、ファシリティサービス業

務等であります。当第３四半期連結累計期間において、ソフトウェア開発の受注及びシステム運用業務が堅調に推移

し、収益面でもプロジェクト管理の改善が進展し、売上高は77億66百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は13億

30百万円（同54.2％増）となりました。 

②機器販売業務 

 機器販売業務としましては、サーバ、パソコン、プリンター、周辺機器等のハードウェアの販売業務であります。

当第３四半期連結累計期間において、得意先の大量のハードウェア入れ替え需要があり、売上高は8億12百万円（前

年同期比20.5％増）、営業利益は93百万円（同13.7％減）となりました。 

③リース等その他の業務 

 リース等その他の業務としましては、各種事務用機器のリース、ビル・マンションの不動産賃貸の業務でありま

す。当第３四半期連結累計期間において、東日本大震災の復興需要により主要な取引先である建設業界の受注環境が

改善し、売上高は2億35百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は63百万円（同13.9％減）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３半期連結会計期間末における総資産は156億9百万円となり、主として第２データセンターの完成に伴う建物

及び有価証券の増加により前連結会計年度末に比べて14億39百万円増加しました。総負債は28億98百万円となり、主

として買掛金及び賞与引当金の増加により前連結会計年度末に比べて7億5百万円増加しました。純資産は127億11百

万円となり、主として利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことにより前連結会計年度末に比べて7

億34百万円増加しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年８月６日発表の連結業績予想から変更しておりません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 法人税等及び繰延税金資産の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、且つ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び 

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に 

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,058,257 1,301,109

受取手形及び売掛金 1,384,554 1,514,560

有価証券 363,320 669,461

商品 5,968 5,140

仕掛品 325,447 539,805

繰延税金資産 174,083 243,519

その他 104,961 86,094

貸倒引当金 △7,849 △2,737

流動資産合計 3,408,745 4,356,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,715,694 2,636,796

機械装置及び運搬具（純額） 90,475 82,060

土地 4,339,458 4,339,458

その他（純額） 968,009 446,873

有形固定資産合計 7,113,636 7,505,188

無形固定資産   

のれん 7,083 4,533

その他 9,026 7,366

無形固定資産合計 16,110 11,900

投資その他の資産   

投資有価証券 3,255,575 3,448,886

前払年金費用 16,584 14,182

繰延税金資産 269,255 204,424

その他 91,478 68,312

貸倒引当金 △1,634 △271

投資その他の資産合計 3,631,258 3,735,533

固定資産合計 10,761,005 11,252,622

資産合計 14,169,750 15,609,576
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 337,804 508,193

関係会社短期借入金 2,079 －

未払法人税等 306,800 419,800

賞与引当金 224,034 464,420

その他 1,282,110 1,474,380

流動負債合計 2,152,829 2,866,794

固定負債   

役員退職慰労引当金 30,599 21,559

その他 9,616 9,803

固定負債合計 40,215 31,362

負債合計 2,193,045 2,898,156

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,370,150 1,370,150

資本剰余金 1,302,350 1,302,350

利益剰余金 9,923,655 10,519,963

自己株式 △243,453 △243,580

株主資本合計 12,352,701 12,948,882

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △428,183 △299,301

その他の包括利益累計額合計 △428,183 △299,301

新株予約権 51,806 61,460

少数株主持分 380 379

純資産合計 11,976,705 12,711,420

負債純資産合計 14,169,750 15,609,576
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,956,400 8,813,978

売上原価 5,628,160 6,002,207

売上総利益 2,328,240 2,811,770

販売費及び一般管理費 1,283,251 1,324,144

営業利益 1,044,988 1,487,626

営業外収益   

受取利息 44,356 42,685

受取配当金 62,435 77,680

有価証券売却益 － 3,480

デリバティブ評価益 － 13,990

貸倒引当金戻入額 － 5,111

雑収入 16,043 16,700

営業外収益合計 122,835 159,647

営業外費用   

支払利息 50 14

有価証券売却損 88 20,690

デリバティブ評価損 3,400 －

有価証券償還損 － 47,531

雑損失 88 4

営業外費用合計 3,628 68,241

経常利益 1,164,196 1,579,032

特別利益   

貸倒引当金戻入額 490 －

役員退職慰労引当金戻入額 650 －

特別利益合計 1,140 －

特別損失   

固定資産除却損 11,085 10,240

投資有価証券評価損 139,480 32,821

子会社清算損 － 920

特別損失合計 150,565 43,982

税金等調整前四半期純利益 1,014,770 1,535,050

法人税、住民税及び事業税 496,100 688,288

法人税等調整額 △90,190 △80,134

法人税等合計 405,910 608,154

少数株主損益調整前四半期純利益 608,860 926,896

少数株主利益 17 13

四半期純利益 608,842 926,882
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 608,860 926,896

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △239,457 128,881

その他の包括利益合計 △239,457 128,881

四半期包括利益 369,402 1,055,778

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,384 1,055,764

少数株主に係る四半期包括利益 17 13
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    該当事項はありません。 

   

    該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年 1月 1日 至平成23年 9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）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年 1月 1日 至平成24年 9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）セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

   

    該当事項はありません。 

  

（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

（５）セグメント情報等

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  7,055,912  674,281  226,206  7,956,400  －  7,956,400

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 208  －  1,493  1,701 ( ) 1,701  －

計  7,056,121  674,281  227,699  7,958,102 ( ) 1,701  7,956,400

セグメント利益  863,308  108,453  73,227  1,044,988  －  1,044,988

  

情報処理・
ソフトウェ
ア開発業務 
（千円） 

機器販売業
務 
（千円） 

リース等そ
の他の業務 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 
（千円） 

売上高   

(1) 外部顧客への売上高  7,766,406  812,214  235,357  8,813,978  －  8,813,978

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,330  －  4,022  5,352 ( ) 5,352  －

計  7,767,736  812,214  239,380  8,819,331 ( ) 5,352  8,813,978

セグメント利益  1,330,978  93,575  63,072  1,487,626  －  1,487,626

（６）重要な後発事象
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