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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期
第２四半期
累計期間

第46期
第２四半期
会計期間

第45期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年９月30日

自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円） 6,457,250 3,387,250 13,277,664

経常利益（千円） 618,055 351,376 1,251,824

四半期（当期）純利益（千円） 365,320 210,361 733,746

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 1,373,607 1,066,044

発行済株式総数（株） － 1,446,800 1,256,800

純資産額（千円） － 7,273,213 6,394,035

総資産額（千円） － 12,568,935 11,886,026

１株当たり純資産額（円） － 5,027.10 5,087.55

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
268.49 145.40 583.82

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 60.00 60.00 80.00

自己資本比率（％） － 57.9 53.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
524,830 － 903,135

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△766,852 － △1,020,690

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
396,306 － △487,498

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 1,457,326 1,303,042

従業員数（人） － 718 709

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第45期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、ストック・オプション制度導入に伴う新株

予約権残高がありますが、当社株式は第45期までは非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。また、第46期第２四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する重要な関連会社がないため記載しておりま

せん。

５．当社は、第45期第２四半期累計(会計)期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、第45期第

２四半期累計(会計)期間にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 718 (93)

  （注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。）であり、臨時

雇用者数（契約社員、嘱託社員を指し、派遣社員は含みません。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を

（　）内に外数で記載しております。 

 

EDINET提出書類

株式会社電算(E24457)

四半期報告書

 3/25



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループの生産は、サービスメニュー毎の規模等により作業手順、作業時間、工程管理等が異なります。さら

に、受注形態も個別かつ多岐にわたっている上に完成後直ちに顧客へ引き渡しており、生産実績は販売実績とほぼ

一致しているため記載をしておりません。

　

(2）受注状況

　当第２四半期会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
（千円）

前年同四半期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）

公共分野 975,381 － 3,915,571 －

産業分野 259,594 － 1,636,631 －

合計 1,234,976 － 5,552,202 －

 

　なお、当第２四半期会計期間における受注状況を業務の種類別に示すと、次のとおりであります。

業務の種類別
受注高
（千円）

前年同四半期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同四半期比
（％）

情報処理・通信サービス 107,218 － 1,390,618 －

ソフトウェア開発・

システム提供サービス
617,706 － 2,770,944 －

システム機器販売等 446,450 － 719,128 －

その他関連サービス 63,600 － 671,510 －

合計 1,234,976 － 5,552,202 －

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．平成22年３月期第２四半期会計期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との

比較は行っておりません。　

　

(3）販売実績

　当第２四半期会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
販売高
（千円）

前年同四半期比（％）

公共分野 2,422,488 －

産業分野 964,762 －

合計 3,387,250 －

　

　なお、当第２四半期会計期間の販売実績を業務の種類別に示すと、次のとおりであります。

業務の種類別
販売高
（千円）

前年同四半期比（％）

情報処理・通信サービス 797,299 －

ソフトウェア開発・

システム提供サービス
1,519,666 －

システム機器販売等 763,041 －

その他関連サービス 307,243 －

合計 3,387,250 －
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（注）１．当第２四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次

のとおりであります。

相手先
当第２四半期会計期間

販売高（千円） 割合（％）

富士通リース株式会社 381,445 11.26

　　　２．当第２四半期会計期間の輸出高の総額及び販売実績に対する輸出高の割合並びに輸出高の総額に対する主要な

輸出先国又は地域別の輸出割合は、輸出を行っていないため、記載しておりません。

　　　３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。　

　　　４．平成22年３月期第２四半期会計期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期との

比較は行っておりません。　

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当社は、平成22年３月期第２四半期累計（会計）期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同

四半期との比較は行っておりません。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激政策などにより、一部においては景気持ち直

しの兆しがあるものの、雇用情勢には厳しさが残り、円高による輸出の鈍化や欧米を中心とした海外経済の下振れ

が懸念される等、先行きが依然不透明な状況で推移しております。

当社が属する情報サービス業界におきましても、国内IT関連投資の投資金額は減少しており、IT関連投資案件の

実施においてもユーザの選別投資の強化及びコスト抑制圧力は強くなるなど、設備投資需要は相変わらず抑制が

続いており、業界を取り巻く環境はますます厳しさを増しております。

このような状況のもとで、当社は、新規顧客の開拓、市区町村向け基幹系システム・情報系システム・戸籍シス

テムのリプレイス商談の受注活動及び病院向け基幹システムの受注活動に注力しました。また、子ども手当制度創

設に対応したシステム開発・販売・導入、都内２区役所向けシステム開発、次期リース業向けシステム開発等を予

定通り行い、概ね当初計画通りの売上高を確保できました。利益につきましては、受注活動の強化に伴い販売費が

増加したものの、業務プロセスの改善による品質・生産性向上や外注費の削減などの原価低減努力により当初計

画を上回ることができました。

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は3,387百万円、経常利益351百万円及び四半期純利益は210百万円

となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。　

＜公共分野＞

定例業務である固定資産税、住民税等の受託計算処理及び総合行政情報システム（Reams.NET）等のシステムの

使用料・保守料収入のほか、子ども手当制度創設に対応したシステム開発・販売・導入、千代田区向け総合行政情

報システム開発、都内区役所向け税務システム開発及び市区町村向け基幹系システム・情報系システム・戸籍シ

ステムのリプレイス導入等を行いました。

業務プロセスの改善による生産性向上に取り組みながら、予定していた開発案件等を順調に消化しております。

この結果、当第２四半期会計期間の売上高は2,422百万円、セグメント利益は339百万円となりました。　

　

＜産業分野＞

定例業務である給与計算、口座振替等の受託計算処理及びインターネット接続サービスのほか、次期リース業向

けシステム開発、製造業・流通業・リース業向けの各種システム開発及び銀行・病院向け機器システム販売等を

行いました。

しかしながら、民間企業の情報システムへの投資縮小や延期等の影響から、受注量が不足している状況であり、

第１四半期に引き続き厳しい状況が続いております。

この結果、当第２四半期会計期間の売上高は964百万円、セグメント利益は8百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して682百万円増加し、12,568百万円となりました。これ

は主に流動資産のその他（リース投資資産）が164百万円減少したものの、現金及び預金が557百万円、商品が165

百万円及び無形固定資産が127百万円増加したこと等によるものです。

負債は前事業年度末と比較して196百万円減少し、5,295百万円となりました。これは主に流動負債のその他（前

受金）が105百万円増加したものの、未払法人税等が59百万円、流動負債のその他（未払金）が89百万円及び固定

負債のその他（リース債務）が155百万円減少したこと等によるものです。

また、純資産は前事業年度末と比較して879百万円増加し、7,273百万円となりました。これは主に、当社が平成22

年６月24日に東京証券取引所市場第二部に上場し、その際に新株式の発行を行った結果、資本金が307百万円、資本

剰余金が307百万円増加したこと及び利益剰余金が264百万円増加したこと等によるものです。

なお、自己資本比率は、57.9％（前事業年度末53.8％）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末に比

べ368百万円減少し、1,457百万円となりました。

また、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は142百万円となりました。これは、主に税引前四

半期純利益351百万円及び賞与引当金の増加323百万円により資金獲得したものの、売上債権の増加850百万円に

より資金使用したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は177百万円となりました。これは、主に有形固定

資産の取得による支出74百万円及び無形固定資産の取得による支出108百万円によるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第２四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は47百万円となりました。これは、長期借入金の

返済による支出30百万円及びリース債務の返済による支出17百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期会計期間における研究開発活動の金額は、43百万円であります。

当第２四半期会計期間において新たに開始した研究開発活動は、以下のとおりであります。

研究開発
セグメントの
名称

研究開発の内容
研究開発費
計画値
（百万円）

研究開発期間

Web版次期健康管理
システム対応

公共分野

現行のC/S版システムから販売競争力の

高いWeb版システムに切り替えるため、現

行システムからのデータ移行システムお

よび自社ユーザ用共通機能を開発。

37
平成22年７月

～平成23年３月

Reams.NET総合窓口

システム開発
公共分野

ワンストップサービス（必要な行政手続

きをひとつの窓口で実施）の提供機能を

持ち、各市区町村の運用スタイルに合わ

せて柔軟に対応可能な総合窓口システム

を開発。

34
平成22年８月

～平成23年９月

Reams.NET税収納

(クレジットマルチ

ペイメント対応)

公共分野

Reams.NETにて対応されている既存の収

納チャネルに対し、Yahoo!クレジット向

けのシステム拡張対応。またトータル収

納サービスによって各収納チャネルから

集約され一元化された納付データを取り

扱うためのシステム拡張対応。

10
平成22年７月

～平成23年７月

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析　

当第２四半期会計期間における、総資産に占める有利子負債（リース債務は除く）は9.1％になっており、営業

活動によるキャッシュ・フローにより有利子負債の削減を進めております。

なお、当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、「第２　事業の状況　４　財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(3)キャッシュ・フローの状況」及び「第５　経理の状況　１．四半期財

務諸表　(3)四半期キャッシュ・フロー計算書」に記載したとおりであります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　　当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

　　なお、当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった本社新社屋用土地の取得およ

び次期給与システム一式の取得については平成22年９月に完了しております。　

  

EDINET提出書類

株式会社電算(E24457)

四半期報告書

 8/25



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,027,200

計 5,027,200

　 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,446,800 1,446,800
東京証券取引所

(市場第二部) 

単元株式数

100株 

計 1,446,800 1,446,800 － －

　 

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年６月29日開催の第44期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議

 
第2四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000（注１）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,500（注２）

新株予約権の行使期間
自　平成23年６月30日

至　平成28年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注３）

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するもの

とする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社が当社普通株式につき、株式の分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は

株式の併合を行う場合には、付与株式数を以下の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、こ

れを切り捨てるものとする。

　　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　　調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、当該分割の基準日の翌日以降、株式の併合の場合は、その効力発生日以

降、これを適用する。

　　　　　また、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式

数を調整することができる。
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　　　２．行使価額の調整方法

　　　　　(i) 本新株予約権発行後、当社が株式分割又は併合を行う場合、行使価額を以下の算式により調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。 

　　　　　　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額  ×
1

分割・併合の比率

　　　　　　(ⅱ) 本新株予約権発行後、当社が調整前の行使価額を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し又は新株

予約権の行使により新株を発行もしくは自己株式を処分する場合を除く。）を行う場合、行使価額を以

下の算式により調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　　　　　　　　　調整後

　　　　　　　　　行使価額　
＝

既発行
株式数 ×

調整前
行使価額 ＋　

新株発行又は
処分株式数 ×　

１株当たり払込金額
又は処分金額

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

　　　　　　　　 なお、上記算式における「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済

株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とする。

　　　　　　(ⅲ) また、当社が合併、会社分割等を行うことにより行使価額の調整を必要とするときは、合併、会社分割等の条件

を勘案の上、行使価額につき合理的な範囲で必要な調整を行うものとする。

　　　　　　(ⅳ) 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、新株予約権者に対して、行使価額の調整が行われる旨、その原因

となる事由、調整後の行使価額及び適用日その他の必要事項を通知しなければならない。

　　　　３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り

上げるものとする。

　　　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度

額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　　　４．新株予約権の行使の条件

　　　　　　(1) １個の本新株予約権を分割して行使することはできないものとする。

　　　　　　(2) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を有する場合に限り、本新株予約権を行使することができる。但し、新株

予約権者が任期満了により取締役を退任した場合、その日から６ヶ月間に限り行使可能とする。

　　　　　　(3) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合には、本新株予約権は、相続人に承継される。但し、本新株予約

権全部を相続により承継する者（以下「承継者」という。）を１人に限定するものとし、また、承継者は、

本新株予約権を行使することができる期間内において、新株予約権者が死亡した日から６ヶ月間に限り

当該本新株予約権を行使することができるものとする。

　　　　　　(4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付

与契約に定めるところによる。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高（千円）

 平成22年７月１日～

 平成22年９月30日
― 1,446,800 ― 1,373,607 ― 1,023,050

 

（６）【大株主の状況】

　 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

信越放送株式会社 長野県長野市鶴賀問御所町1200-3 539,400 37.28

日商エレクトロニクス株式会社 東京都中央区築地7-3-1 367,000 25.37

信濃毎日新聞株式会社 長野県長野市南長野南県町657 72,300 5.00

株式会社エステート長野 長野県長野市南長野南県町680 53,000 3.66

株式会社長野銀行 長野県松本市渚2-9-38 37,500 2.59

株式会社八十二銀行 長野県長野市中御所岡田178-8 35,000 2.42

八十二リース株式会社 長野県長野市中御所岡田218-14 25,000 1.73

電算従業員持株会 長野県長野市県町451 21,300 1.47

長野県信用組合 長野県長野市新田町1103-1 20,000 1.38

東芝ソリューション株式会社 東京都港区芝浦1-1-1 18,000 1.24

計 － 1,188,500 82.15
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式　

1,446,600
　

14,466
権利内容に限定のない
標準となる株式

単元未満株式
普通株式

200
－ －

発行済株式総数 1,446,800 － －

総株主の議決権 － 14,466 －

　　

②【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） － － 3,610 3,460 3,320 3,250

最低（円） － － 3,205 3,235 3,000 3,010

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　　　なお、平成22年６月24日をもって同取引所市場第二部に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。　

  

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。　 
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22

年４月１日から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。　

 

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四

半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　0.6％

売上高基準　　　0.7％　

利益基準　　　　0.1％

利益剰余金基準　0.5％   
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,549,326 1,992,042

受取手形及び売掛金 3,147,235 3,093,881

商品 257,189 91,960

仕掛品 164,230 204,166

原材料及び貯蔵品 28,978 33,237

その他 1,234,197 1,352,043

貸倒引当金 △1,174 △1,074

流動資産合計 7,379,984 6,766,256

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,777,592 1,818,097

土地 1,683,028 1,533,128

その他（純額） 351,266 529,078

有形固定資産合計 ※1
 3,811,887

※1
 3,880,304

無形固定資産 492,299 364,579

投資その他の資産

その他 897,433 887,523

貸倒引当金 △12,669 △12,636

投資その他の資産合計 884,764 874,886

固定資産合計 5,188,951 5,119,770

資産合計 12,568,935 11,886,026

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 738,596 686,855

短期借入金 1,000,000 1,022,000

1年内返済予定の長期借入金 122,000 122,000

未払法人税等 290,278 349,894

賞与引当金 653,805 640,131

製品保証引当金 21,797 11,951

その他 1,005,897 1,014,411

流動負債合計 3,832,374 3,847,244

固定負債

長期借入金 24,000 85,000

退職給付引当金 999,895 970,517

資産除去債務 17,918 －

その他 421,534 589,230

固定負債合計 1,463,348 1,644,747

負債合計 5,295,722 5,491,991
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,373,607 1,066,044

資本剰余金 1,023,050 715,488

利益剰余金 4,882,963 4,618,187

株主資本合計 7,279,621 6,399,719

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,408 △5,684

評価・換算差額等合計 △6,408 △5,684

純資産合計 7,273,213 6,394,035

負債純資産合計 12,568,935 11,886,026

EDINET提出書類

株式会社電算(E24457)

四半期報告書

15/25



（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 6,457,250

売上原価 4,303,872

売上総利益 2,153,377

販売費及び一般管理費

給料及び手当 601,667

賞与引当金繰入額 232,293

貸倒引当金繰入額 334

その他 700,280

販売費及び一般管理費合計 1,534,575

営業利益 618,802

営業外収益

受取利息 1,079

受取配当金 8,348

その他 2,118

営業外収益合計 11,546

営業外費用

支払利息 3,911

株式交付費 8,380

営業外費用合計 12,292

経常利益 618,055

特別損失

固定資産除却損 491

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,187

特別損失合計 8,679

税引前四半期純利益 609,376

法人税、住民税及び事業税 273,651

法人税等調整額 △29,596

法人税等合計 244,055

四半期純利益 365,320
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 3,387,250

売上原価 2,301,867

売上総利益 1,085,382

販売費及び一般管理費

給料及び手当 295,667

賞与引当金繰入額 113,266

貸倒引当金繰入額 240

その他 328,046

販売費及び一般管理費合計 737,220

営業利益 348,161

営業外収益

受取利息 613

受取配当金 3,378

その他 1,087

営業外収益合計 5,080

営業外費用

支払利息 1,865

営業外費用合計 1,865

経常利益 351,376

特別損失

固定資産除却損 143

特別損失合計 143

税引前四半期純利益 351,233

法人税、住民税及び事業税 270,651

法人税等調整額 △129,779

法人税等合計 140,871

四半期純利益 210,361
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 609,376

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,187

減価償却費 253,996

固定資産除却損 491

貸倒引当金の増減額（△は減少） 132

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,673

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,378

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,846

受取利息及び受取配当金 △9,427

支払利息 3,911

売上債権の増減額（△は増加） △53,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,033

仕入債務の増減額（△は減少） 51,740

前受金の増減額（△は減少） 105,474

その他 △55,768

小計 846,623

利息及び配当金の受取額 9,715

利息の支払額 △3,963

法人税等の支払額 △327,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 524,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △415,000

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △167,847

無形固定資産の取得による支出 △198,187

その他 2,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △766,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △22,000

長期借入金の返済による支出 △61,000

リース債務の返済による支出 △35,274

株式の発行による収入 615,125

配当金の支払額 △100,544

財務活動によるキャッシュ・フロー 396,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154,284

現金及び現金同等物の期首残高 1,303,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,457,326
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【継続企業の前提に関する事項】

　　　該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

　資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は942千円減少し、税引

前四半期純利益は9,130千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は17,743千円であります。

 　

【表示方法の変更】

　　　該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積

高の算定方法について、貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められる場合には、前事業年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な

基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。

２．製品保証引当金見積額の

算定方法

製品保証引当金見積額の算定方法について、実績率等が前事業年度末に算定したも

のと著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度末において算定した実績率

等の合理的な基準を使用して、製品保証引当金見積額を算定しております。

３．税金費用の計算 法人税等の納付税額の算定に関して、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。

４．繰延税金資産の算定方法 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、

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、前事業年度末において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法により算定してお

ります。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。 

　

【追加情報】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,305,949千円

であります。

　２．債務保証

以下のとおり、金融機関からの借入に対し債務保証

を行っております。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、2,189,641千円

であります。

　２．債務保証

以下のとおり、金融機関からの借入に対し債務保証

を行っております。

電算共済会　　　　　　　　　　　 200,000千円 電算共済会　　　　　　　　　 　　210,000千円

　

（四半期損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

 
 
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 2,549,326

預入期間が３か月を超える定期預金及び

定期積金 △1,092,000

現金及び現金同等物 1,457,326

　

　

　

　

　
　

 

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９

月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　1,446千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

（1） 配当金支払額

決議 株式の種類

配当金

の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日

取締役会
普通株式 100,544　 80平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

（2） 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後と

なるもの　

決議 株式の種類

配当金

の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月28日

取締役会
普通株式 86,808　 60平成22年９月30日平成22年12月６日利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成22年６月24日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。当社は上場にあたり平成22年

５月19日及び平成22年６月３日開催の取締役会において、新株式の発行及び株式売出を決議し、平成22年６月

23日に払込が完了いたしました。
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この結果、第１四半期会計期間において資本金が307,562千円、資本剰余金が307,562千円増加し、当第２四半

期会計期間末において資本金が1,373,607千円、資本剰余金が1,023,050千円となっております。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期会計期間（自平成22

年７月１日　至平成22年９月30日）

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、顧客種類別に事業本部を置いております。各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従いまして当社は、事業本部を基礎とした顧客種類別のセグメントから構成されており、「公共分野」及び

「産業分野」の２つを報告セグメントとしております。

「公共分野」は、主に地方公共団体及び関連する諸団体向けに、パッケージシステムの開発・販売、運用支

援、機器販売及び情報処理等の各種サービスを提供しております。

「産業分野」は、主に民間企業及び医療・福祉機関向けに、ソフトウェア開発、機器販売及び情報処理等の各

種サービスを提供しております。また、一般個人向けのインターネット接続サービスについても「産業分野」

としております。

　

２．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

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

（単位：千円）

　
報告セグメント

合計
公共分野 産業分野

売上高 　 　 　

　外部顧客への売上高 4,763,292　 1,693,957　 6,457,250　

　セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ ─ ─

計 4,763,292 1,693,957 6,457,250

セグメント利益又は損失（△） 666,380　 △47,578　 618,802　

　

当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

（単位：千円）

　
報告セグメント

合計
公共分野 産業分野

売上高 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,422,488　 964,762　 3,387,250　

　セグメント間の内部売上高又は振替高 ─ ─ ─

計 2,422,488 964,762 3,387,250

セグメント利益又は損失（△） 339,918　 8,243　 348,161　

（注）セグメント利益又は損失の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項）

当第２四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

　該当事項はありません。

　

４．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

当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　　

（追加情報）

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。

　　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日）

前事業年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　5,027円10銭　 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　5,087円55銭　

（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期会計期間末

  （平成22年９月30日）

前事業年度末

（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 7,273,213 6,394,035

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ─ ─

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（千円） 7,273,213 6,394,035

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末（期

末）の普通株式の数（千株）
　1,446 　1,256

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　268円49銭　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額　　　　　　145円40銭　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 365,320 210,361

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式に係る四半期純利益（千円） 365,320 210,361

期中平均株式数（千株） 1,360 1,446

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業

年度末から重要な変動があったものの概要

 ──────  ──────
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（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成22年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　86,808千円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　60円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　平成22年12月６日

　（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年11月11日

株式会社電算

取締役会　御中
 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　守　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 阿部　博　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社電算の平成

22年４月１日から平成23年３月31日までの第46期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社電算の平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半

期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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