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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 245 30.1 6 ― 9 ― 5 ―
25年3月期第1四半期 188 △20.1 △15 ― △12 ― △7 ―

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1四半期 1.54 ―
25年3月期第1四半期 △2.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 1,168 695 59.6
25年3月期 1,166 710 60.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  695百万円 25年3月期  710百万円

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

25年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成26年3月期の業績予想（平成25年4月1日～平成26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）

（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

第2四半期(累計) 600 13.5 25 9.3 28 8.4 15 2.6 4.30
通期 1,250 12.5 65 44.2 70 38.0 40 9.6 11.48



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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1Q 3,500,000 株 25年3月期 3,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 16,921 株 25年3月期 16,921 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 3,483,079 株 25年3月期1Q 3,483,239 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
四半期財務諸表に対する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 
 業績予想につきましては、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。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きましては、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関す
る定性的情報（２）業績予想などの将来予想情報に関する説明」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、昨年末の政権交代による経済政策や金融政策の期待感から円高

是正や株価上昇が進行し、景況感に明るい兆しが見え始めてまいりましたが、実体経済は、依然として改善されて

おらず、先行き不透明な状況で推移しております。 

 情報サービス産業におきましては、円高や長引くデフレの影響等により先送りしてきた情報化投資の受注は見込

まれるものの、経済政策効果による企業の投資意欲が本格的に回復するまでには至っておりません。  

 このような状況下、当社におきましては、既存顧客の満足度向上による提供範囲の拡大、新規顧客の開拓など、

流通業のお客様からの受注の確保に努めてまいりました。 

 その結果、当第１四半期累計期間の売上高は２億45百万円（前年同四半期比130.1％）となりました。利益面で

は、一部不採算案件もありましたが、営業利益は６百万円（前年同四半期は15百万円の損失）、経常利益は９百万

円（前年同四半期は12百万円の損失）、四半期純利益は５百万円（前年同四半期は７百万円の損失）となりまし

た。 

   

（２）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月10日の決算短信で発表しました、第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はございません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 282,024 257,524

受取手形及び売掛金 183,581 182,979

商品及び製品 129 129

仕掛品 19,469 25,765

その他 78,567 98,523

流動資産合計 563,771 564,922

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 78,810 82,008

土地 165,110 165,110

その他（純額） 46,502 43,852

有形固定資産合計 290,422 290,970

無形固定資産 25,461 23,126

投資その他の資産   

投資有価証券 268,337 270,605

その他 18,480 18,497

投資その他の資産合計 286,818 289,103

固定資産合計 602,702 603,201

資産合計 1,166,473 1,168,123

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,196 22,928

1年内返済予定の長期借入金 75,974 61,025

未払法人税等 21,254 7,920

賞与引当金 37,786 14,979

その他 132,833 195,329

流動負債合計 299,045 302,183

固定負債   

長期借入金 45,488 42,236

長期未払金 72,580 71,950

その他 39,055 55,786

固定負債合計 157,123 169,972

負債合計 456,168 472,155
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 221,240 221,240

資本剰余金 186,906 186,906

利益剰余金 277,341 261,808

自己株式 △2,892 △2,892

株主資本合計 682,594 667,062

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,711 28,906

評価・換算差額等合計 27,711 28,906

純資産合計 710,305 695,968

負債純資産合計 1,166,473 1,168,123
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 188,726 245,445

売上原価 135,615 166,872

売上総利益 53,111 78,573

販売費及び一般管理費 68,557 71,663

営業利益又は営業損失（△） △15,446 6,909

営業外収益   

受取利息 195 42

受取配当金 2,773 2,608

その他 891 654

営業外収益合計 3,860 3,305

営業外費用   

支払利息 460 349

保険解約損 517 －

営業外費用合計 977 349

経常利益又は経常損失（△） △12,563 9,865

特別損失   

固定資産除却損 － 520

特別損失合計 － 520

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △12,563 9,345

法人税、住民税及び事業税 233 7,984

法人税等調整額 △4,824 △4,004

法人税等合計 △4,591 3,980

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,972 5,365
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   （継続企業の前提に関する注記）     

    該当事項はありません。  

  

   （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

    該当事項はありません。  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項
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