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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3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12月期第1四半期 5,775 3.7 284 96.1 282 84.8 156 89.9
24年12月期第1四半期 5,571 18.0 145 46.2 152 51.7 82 92.2

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 203百万円 （99.9％） 24年12月期第1四半期 101百万円 （130.0％）

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12月期第1四半期 34.78 34.38
24年12月期第1四半期 18.32 ―

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12月期第1四半期 19,718 6,327 31.6 1,382.00
24年12月期 24,011 6,207 25.5 1,363.27
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  6,232百万円 24年12月期  6,124百万円

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  
平成24年12月期期末配当金の内訳  特別配当５円00銭 
 
 平成25年４月30日開催の取締役会において、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき、２株の割合で株式分割することを決議しております。
平成25年12月期(予想)の期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。詳細は「※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その
他特記事項」をご覧ください。 
 株式分割を考慮しない場合の平成25年12月期(予想)の期末の１株当たり配当金は20円00銭、年間合計で40円00銭となります。 

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12月期 ― 17.00 ― 23.00 40.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 20.00 ― 10.00 ―

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  
 平成25年4月30日開催の取締役会において、平成25年7月１日を効力発生日として普通株式１株につき、２株の割合で株式分割することを決議しております。
平成25年12月期の１株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。詳細は「※ 業績予想の適切な利用に関する説明、そ
の他特記事項」をご覧ください。 

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) 11,750 2.0 390 12.1 390 7.9 206 5.6 22.72
通期 25,300 8.3 1,010 11.8 1,010 8.8 578 11.8 63.41



(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ます。なお、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 
 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情報に基づいており、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いては、四半期
決算短信【添付資料】Ｐ．２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
(株式分割について) 
 当社は、平成25年４月30日開催の取締役会において、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割することを決議しており
ます。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当状況につきましては、以下のとおりになります。 
 
基準日：平成24年12月期 第２四半期末  8円50銭 期末11円50銭 年間合計20円00銭 
基準日：平成25年12月期 第２四半期末 10円00銭 期末10円00銭 年間合計20円00銭 
１株当たり(予想)当期純利益については、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 

※  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   ：  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12月期1Q 4,637,300 株 24年12月期 4,620,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 127,392 株 24年12月期 127,302 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 4,493,413 株 24年12月期1Q 4,492,728 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の経済政策への期待感から、株価上昇、円安と

いった市場の動きに伴って明るい兆しが見られたものの、欧州債務問題や中国経済の減速などにより、依然とし

て弱含みの傾向で推移いたしました。 

 このような経営環境下において、当社グループは、新しい価値の創造により、顧客に感動を、社員に夢を、株

主に満足をもたらす経営理念の下、従来にも増して継続的な営業努力と効率的な事業運営を図り、売上の拡大と

原価の抑制に努め、経営計画の達成を目指していく所存であります。  

 各セグメント別の概況は以下のとおりとなっております。  

（情報サービス事業） 

 情報処理サービスにおいては、郵便局関連の情報処理サービス、ガソリンスタンド向け処理などにより売上が

順調に推移し、また、システムインテグレーション・商品販売においては、オートオークション業向けシステ

ム、モバイル向け開発案件や、医療機関向けシステム案件などにより売上が伸長したものの、システムソリュー

ションにおいては、大口取引先の投資抑制などにより売上が低調に推移いたしました。 

 以上の結果、情報サービス事業の売上高は29億40百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は１億90百万円

（前年同期比205.4％増）となりました。  

（収納代行サービス事業） 

 収納代行サービス事業においては、新規取引先の獲得が順調に推移し、通信販売業やネットショップ、地方自

治体向け公金収納などの既存取引先における収納件数の増加及び既存取引先に対する新たなサービスの提供によ

り売上が伸長いたしました。 

 以上の結果、収納代行サービス事業の売上高は28億34百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益は93百万円

（前年同期比9.8％増）となりました。 

  

 これらの結果、当連結会計年度における売上高は57億75百万円(前年同期比3.7％増)、利益においては、営業

利益は２億84百万円(前年同期比96.1％増)、経常利益は２億82百万円(前年同期比84.8％増)、四半期純利益は１

億56百万円(前年同期比89.9％増)となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債および純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して42億92百万円減少し、197億18百万円と

なりました。これは主に、建設仮勘定などにより、その他有形固定資産が２億13百万円増加、また、現金及び預

金が１億72百万円増加したものの、収納代行サービス事業に係る預り金の入出金タイミングの影響を受けて金銭

の信託が42億９百万円減少、また、受取手形及び売掛金が３億85百万円減少したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して44億12百万円減少し、133億91百万円と

なりました。これは主に賞与引当金が２億11百万円増加したものの、収納代行サービス事業に係る預り金の入出

金タイミングの影響を受けて収納代行預り金が44億83百万円減少、また、買掛金が１億67百万円減少したことに

よるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して１億19百万円増加し、63億27百万円と

なりました。これは主に、利益剰余金が52百万円、その他有価証券評価差額金が35百万円増加したことによるも

のであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年１月30日の「平成24年12月期 決算短信」にお

いて公表しました業績予想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 

 該当事項はありません。   

   

（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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,481,271 3,653,761

金銭の信託 13,222,743 9,012,849

受取手形及び売掛金 3,688,643 3,303,196

有価証券 100,000 －

商品 52,092 33,289

仕掛品 397,040 468,988

前払費用 116,788 120,035

繰延税金資産 57,542 94,303

その他 12,773 9,061

貸倒引当金 △2,169 △1,904

流動資産合計 21,126,726 16,693,582

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 578,267 575,258

土地 661,030 661,030

その他（純額） 347,156 560,310

有形固定資産合計 1,586,455 1,796,599

無形固定資産   

ソフトウエア 474,305 428,126

その他 41,925 38,584

無形固定資産合計 516,231 466,711

投資その他の資産   

投資有価証券 359,369 460,534

繰延税金資産 33,748 13,132

差入保証金 279,606 279,301

その他 109,677 9,532

貸倒引当金 △623 △696

投資その他の資産合計 781,778 761,805

固定資産合計 2,884,465 3,025,115

資産合計 24,011,191 19,718,697
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,702,947 1,535,852

短期借入金 20,000 50,000

未払法人税等 226,135 154,378

収納代行預り金 14,734,137 10,251,006

賞与引当金 2,500 214,465

役員賞与引当金 － 4,709

受注損失引当金 1,068 600

その他 820,065 871,211

流動負債合計 17,506,854 13,082,224

固定負債   

退職給付引当金 28,874 30,351

役員退職慰労引当金 179,601 182,368

資産除去債務 10,127 10,161

その他 77,900 86,100

固定負債合計 296,504 308,981

負債合計 17,803,358 13,391,206

純資産の部   

株主資本   

資本金 998,013 1,008,012

資本剰余金 697,869 707,868

利益剰余金 4,484,888 4,537,833

自己株式 △84,146 △84,270

株主資本合計 6,096,624 6,169,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,158 63,263

その他の包括利益累計額合計 28,158 63,263

少数株主持分 83,050 94,785

純資産合計 6,207,833 6,327,491

負債純資産合計 24,011,191 19,718,697
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 5,571,670 5,775,452

売上原価 4,659,178 4,720,324

売上総利益 912,492 1,055,127

販売費及び一般管理費 767,188 770,251

営業利益 145,303 284,875

営業外収益   

受取利息 1,695 668

有価証券売却益 1,696 －

受取手数料 1,687 795

為替差益 2,943 －

助成金収入 500 －

未払配当金除斥益 865 459

その他 140 330

営業外収益合計 9,527 2,253

営業外費用   

支払利息 536 201

持分法による投資損失 1,331 1,379

為替差損 － 2,877

営業外費用合計 1,867 4,458

経常利益 152,963 282,671

税金等調整前四半期純利益 152,963 282,671

法人税、住民税及び事業税 124,932 148,703

法人税等調整額 △55,771 △34,494

法人税等合計 69,160 114,209

少数株主損益調整前四半期純利益 83,802 168,461

少数株主利益 1,500 12,184

四半期純利益 82,302 156,277
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（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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 83,802 168,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,025 35,105

その他の包括利益合計 18,025 35,105

四半期包括利益 101,827 203,566

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 100,327 191,382

少数株主に係る四半期包括利益 1,500 12,184

㈱電算システム (3630) 平成25年12月期 第１四半期決算短信

6



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日）  

１．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 △2,096千円は、報告セグメントが負担する管理部門費の配賦差額でありま

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。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日）  

１．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 1,264千円は、報告セグメントが負担する管理部門費の配賦差額であります。 

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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   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

  報告セグメント  調整額 
（注）１  
（千円）  

  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  
（千円） 

  
情報サービス 
事業（千円） 

収納代行サー 
ビス事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高  

外部顧客への売上高  2,954,683  2,616,986  5,571,670  －  5,571,670

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,590  －  3,590  △3,590  －

計  2,958,274  2,616,986  5,575,260  △3,590  5,571,670

セグメント利益  62,266  85,133  147,399  △2,096  145,303

  報告セグメント  調整額 
（注）１  
（千円）  

  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２  
（千円） 

  
情報サービス 
事業（千円） 

収納代行サー 
ビス事業 

（千円） 

計 
（千円） 

売上高  

外部顧客への売上高  2,940,653  2,834,799  5,775,452  －  5,775,452

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,057  －  5,057  △5,057  －

計  2,945,710  2,834,799  5,780,509  △5,057  5,775,452

セグメント利益  190,153  93,457  283,610  1,264  284,875
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（株式分割について) 

 当社は、平成25年４月30日開催の取締役会において、次のとおり株式分割を行うことを決議いたしました。 

１ 株式分割の目的 

 株式分割により株式１株あたりの投資単位を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るこ

とを目的とするものであります。  

２ 株式分割の概要 

(1）分割の方法  

 平成25年６月30日（ただし、前日及び当日は株主名簿管理人の休業日につき実質上は平成25年６月28

日）を基準日として、同日 終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を１株につき２株の割合

をもって分割いたします。 

(2）株式分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数      4,708,700株 (注)  

株式分割により増加する株式数     4,708,700株 

株式分割後の当社発行済株式総数    9,417,400株 

株式分割後の発行可能株式総数     29,760,000株 

(注) 第１四半期決算短信提出日現在の株式数を記載しております。 

３ 株式分割の時期 

 効力発生日 平成25年７月１日  

４ １株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が当連結会計年度の開始の日において行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のと

おりであります。 

  

（６）重要な後発事象

  
当第１四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 17 39

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 17 19
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