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1.  平成25年6月期第2四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年12月31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 ％

25年6月期第2四半期 881 5.5 168 29.9 181 45.3 102 0.6
24年6月期第2四半期 835 53.1 130 69.5 124 57.9 101 592.7

（注）包括利益 25年6月期第2四半期 113百万円 （5.1％） 24年6月期第2四半期 108百万円 （596.1％）

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6月期第2四半期 732.47 ―
24年6月期第2四半期 728.19 ―

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

25年6月期第2四半期 1,706 1,541 90.4 11,038.57
24年6月期 1,811 1,477 81.5 10,576.73
（参考） 自己資本   25年6月期第2四半期  1,541百万円 24年6月期  1,477百万円

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

24年6月期 ― 300.00 ― 300.00 600.00
25年6月期 ― 350.00
25年6月期（予想） ― 350.00 700.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 1,800 7.8 300 20.7 300 13.9 200 14.4 1,431.89



(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  ：  無  

(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 
 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が実施中です。 

※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P.２「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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） 25年6月期2Q 149,539 株 24年6月期 149,539 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 9,863 株 24年6月期 9,863 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 139,676 株 24年6月期2Q 139,676 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当企業集団は、経営資源の効率化を進めるとともに、成長分野への人員増強による事業拡大等、企業価値の向上

に努めております。 

 当連結会計年度においては、SaaS/ASP事業の業績が順調に推移しており、その結果、売上高は881百万円(前年同

期比5.5％増)となりました。 

 営業利益は、利益率の高い自社製品の販売に注力したことにより168百万円(同29.9％増)となりました。 

 経常利益は、受取配当金３百万円及び投資事業組合運用益９百万円等があり181百万円(同45.3％増)となりまし

た。 

 当期純利益は、平成25年４月に予定している事務所移転費用16百万円、法人税等12百万円及び繰延税金資産の取

り崩し49百万円の影響により、102百万円(同0.6％増)となりました。 

 なお、第２四半期連結業績予想に対する達成率は、売上高880百万円に対して0.2％増、営業利益150百万円に対

して12.6％増、経常利益150百万円に対して20.9％増、当期純利益100百万円に対して2.3％増となり、順調に推移

いたしました。 

  

 当企業集団は、SaaS/ASP事業及びその他から構成されており、セグメント別の状況は以下の通りであります。 

○ SaaS/ASP事業 

 SaaS/ASP事業につきましては、検索結果に画像が表示されるサイト内検索サービス『i-search』の導入実績が順

調に増加し、㈱千葉銀行、住友生命保険相互会社、日清オイリオグループ㈱、エス・バイ・エル㈱、㈱ミツトヨ及

び㈱タカラトミー等に導入され、堅調にシェアを伸ばしております。また、㈱日本取引所グループ及び㈱東京証券

取引所にも導入されることが決定いたしました。（平成25年２月８日現在、既に導入されております。） 

 Webサイト上に掲載する「よくある質問（FAQ）」の管理や社内情報の共有管理サービス『i-ask』は、SBIカード

㈱、楽天証券㈱、上田ハーロー㈱、オリックス生命保険㈱、㈱東京スター銀行、㈱長谷工スマイルコミュニティ及

び㈱ベネッセコーポレーション等に導入され、急速にシェアを伸ばしております。 

 当企業集団の中核事業であるSaaS/ASP事業は、ストック型ビジネスモデルにより売上高は毎月積み上げられ、累

積的に増加しております。 

 その結果、当事業における売上高は846百万円(同6.8％増)と順調に推移いたしました。 

○ その他 

 基幹データベース管理システム『M204』の売上高は、大手金融機関向けの保守サービスが34百万円となり、前年

同期比７百万円の減少となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 資産につきましては、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し、1,706百万円となりました。その主な要因は、

借入金の繰上返済等による現金及び現金同等物の減少79百万円、繰延税金資産の取り崩しによる減少52百万円等に

よるものであります。 

（負債） 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ170百万円減少し、164百万円となりました。その主な要因は、長

期借入金の減少140百万円及び前受金の減少22百万円等によるものであります。 

（純資産） 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ64百万円増加し、1,541百万円となりました。その主な要因 

は、当期純利益の計上による増加102百万円及び配当による減少41百万円等によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年８月10日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はご

ざいません。 

 なお、前期に実施したグループ内組織再編による成長分野への集中及び更なるサービスの拡充により、SaaS/ASP

型サービス特有の安定した収益モデルによる継続的な成長を目指してまいります。 

 また、これにとどまらず、Ｍ&Ａ並びに事業提携についてもシナジー効果の高い候補先の発掘に注力し、事業規

模の拡大や成長速度の向上に努める所存です。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 746,955 827,119

受取手形及び売掛金 203,944 241,586

有価証券 160,051 －

仕掛品 4,261 3,310

その他 50,205 50,167

流動資産合計 1,165,418 1,122,183

固定資産   

有形固定資産 30,709 17,300

無形固定資産   

のれん 293,703 276,349

その他 5,508 4,666

無形固定資産合計 299,211 281,015

投資その他の資産   

投資有価証券 103,974 83,709

繰延税金資産 156,069 102,055

その他 56,656 100,234

貸倒引当金 △57 △57

投資その他の資産合計 316,642 285,941

固定資産合計 646,564 584,257

資産合計 1,811,983 1,706,441

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,010 37,889

1年内返済予定の長期借入金 40,000 －

未払法人税等 6,801 14,044

その他 150,663 112,252

流動負債合計 233,474 164,186

固定負債   

長期借入金 100,000 －

その他 1,193 432

固定負債合計 101,193 432

負債合計 334,668 164,618
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,133,011 1,133,011

資本剰余金 661,498 661,498

利益剰余金 △26,917 33,487

自己株式 △297,678 △297,678

株主資本合計 1,469,913 1,530,318

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,401 11,504

その他の包括利益累計額合計 7,401 11,504

純資産合計 1,477,314 1,541,822

負債純資産合計 1,811,983 1,706,441
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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７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 835,549 881,685

売上原価 364,444 345,940

売上総利益 471,104 535,745

販売費及び一般管理費 341,078 366,814

営業利益 130,026 168,930

営業外収益   

受取利息 222 252

受取配当金 2,750 3,000

有価証券売却益 － 200

投資事業組合運用益 － 9,359

その他 2,266 1,729

営業外収益合計 5,239 14,540

営業外費用   

支払利息 1,377 1,830

投資事業組合運用損 7,983 －

その他 1,069 224

営業外費用合計 10,430 2,054

経常利益 124,834 181,416

特別損失   

事務所移転費用 － 16,666

特別損失合計 － 16,666

税金等調整前四半期純利益 124,834 164,750

法人税、住民税及び事業税 4,853 12,625

法人税等還付税額 △30,656 －

法人税等調整額 48,927 49,816

法人税等合計 23,124 62,442

少数株主損益調整前四半期純利益 101,710 102,307

四半期純利益 101,710 102,307
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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７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 101,710 102,307

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6,596 11,504

その他の包括利益合計 6,596 11,504

四半期包括利益 108,307 113,812

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,307 113,812

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７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12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 124,834 164,750

減価償却費 9,951 6,139

のれん償却額 17,385 17,354

事務所移転費用 － 12,967

投資事業組合運用損益（△は益） 7,983 △9,359

有価証券売却損益（△は益） － △200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 －

受取利息及び受取配当金 △2,972 △3,252

支払利息 1,377 1,830

売上債権の増減額（△は増加） △28,184 △37,641

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,772 950

仕入債務の増減額（△は減少） 9,061 1,878

その他 22,643 △39,078

小計 160,251 116,338

利息及び配当金の受取額 2,760 3,013

利息の支払額 △1,314 △1,464

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 22,418 △1,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,115 116,625

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,649 △6,106

無形固定資産の取得による支出 △1,229 △136

投資有価証券の取得による支出 － △37,900

投資有価証券の売却による収入 － 38,100

貸付金の回収による収入 814 814

その他 △2,565 △8,392

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,629 △13,621

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △20,000 △140,000

配当金の支払額 △33,963 △41,836

その他 △1,538 △1,054

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,501 △182,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 119,984 △79,887

現金及び現金同等物の期首残高 633,601 907,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 753,585 827,119
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 該当事項はありません。   

   

   

 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）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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