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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１四半期
累計期間

第47期
第１四半期
累計期間

第46期　

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 3,069,999 2,910,790 13,418,508　

経常利益（千円） 266,678 192,164 1,261,446　

四半期（当期）純利益（千円） 154,959 128,986 709,933　

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 1,373,607 1,373,607　

発行済株式総数（株） 1,446,800 1,446,800 1,446,800　

純資産額（千円） 7,062,879 7,573,850 7,530,743　

総資産額（千円） 12,071,691 12,287,514 12,852,207　

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
121.68 89.15 505.80

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） － － 120.00

自己資本比率（％） 58.5 61.6 58.6

（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。　

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。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、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。　 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、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。　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や海外市場の回復により景気の持ち直しが見ら

れたものの、欧州を中心とする金融不安、為替レートの急激な変動並びに３月に発生した東日本大震災及び東京電

力福島第１原子力発電所事故による放射能災害及び電力不足問題により、景気の見通しが不透明な状況で推移し

ました。

当社が属する情報サービス業界におきましても、設備投資の持ち直しにより情報化投資の回復の兆しは見られ

るものの、不要不急の情報化投資に対して企業の慎重な姿勢が続き、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況のもとで、当社は、引き続き新規顧客の開拓並びに市区町村向けのシステムリプレイス商談、

リース業向け新リーストータルシステム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、当第１四半期累計期間において、２区役所向けのシステム開発及びリース業向け新リーストータルシステ

ム開発等を予定通り行ったものの、受注が当初予定を下回ったこと、市区町村向けシステムの制度改正対応等の案

件が無かったこと、平成24年３月期は下期に売上予定が集中していること等により、前年同期に比べ減収減益とな

りました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,910百万円（前年同期比5.2％減）、経常利益192百万円（前年

同期比27.9％減）及び四半期純利益は128百万円（前年同期比16.8％減）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、都内区役所向け総合行政情報システム開発及び国民健康保険システム開発並びに市

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。

当第１四半期累計期間におきましては、前年同期にありました市区町村向けシステムの制度改正対応等の案件

が無く、また、導入時期が延期される案件もあり、前年同期に比べ、大幅な減収減益となりました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は2,061百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益は189百万円（前年

同期比41.8％減）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、リース業向け新

リーストータルシステム開発及び病院向けシステム・機器販売等を行いました。また、データセンター事業におい

て、新規で大口のハウジング商談を獲得しました。

産業分野におきましては、依然として不要不急の情報化投資に対して企業の慎重な姿勢が続いておりますが、商

談案件数は徐々に増加してきております。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高は849百万円（前年同期比16.5％増）、営業損失は２百万円（前年同

期は55百万円の営業損失）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して564百万円減少し、12,287百万円となりま

した。これは主に現金及び預金が763百万円、商品が84百万円、仕掛品が79百万円及び流動資産のその他（リース投

資資産）が153百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が1,583百万円減少したことによるものです。

負債は前事業年度末と比較して607百万円減少し、4,713百万円となりました。これは主に流動負債のその他（預

り金）が171百万円及び固定負債のその他（リース債務）が125百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が273

百万円、未払法人税等が347百万円及び賞与引当金が311百万円減少したことによるものです。

また、純資産は前事業年度末と比較して43百万円増加し、7,573百万円となりました。これは主に期末配当により

86百万円減少したものの、四半期純利益により128百万円増加したことによるものです。

なお、自己資本比率は、61.6％（前事業年度末58.6％）となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、33百万円であります。

当第１四半期累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

現行Reamsのドキュ
メント開発

公共分野

現行Reams（総合行政情報システム）

の業務分析と運用分析を実施すること

で、ユーザニーズを的確に捉え、ドキュ

メントとして整備し、次期Reamsの開発

に活用。

　　　　　150
平成23年５月

～平成24年1月　

次期Reamsの開発環

境と共通基盤の整備
公共分野

次期Reamsの開発に向け、現行の開発環

境、共通基盤を分析し、分析結果と新た

な技術の調査・研究をもとに共通基盤

を整備。

　　　　　42
平成23年４月

～平成24年３月

　

(5) 生産、受注及び販売の実績　

① 生産実績

当社グループの生産は、サービスメニューごと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うえ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１四半期累計期間の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）

前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

公共分野 1,917,995 75.2 5,414,934 101.0

産業分野 642,818 183.4 2,038,378 87.0

合計 2,560,814 88.3 7,453,312 96.7

 

なお、当第１四半期累計期間の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）

前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

情報処理・通信サービス 307,218 61.1 1,931,547 92.8

ソフトウェア開発・

システム提供サービス
1,371,840 102.0 3,668,215 99.9

システム機器販売等 674,603 83.5 747,230 72.1

その他関連サービス 207,151 84.2 1,106,320 120.9

合計 2,560,814 88.3 7,453,312 96.7

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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③ 販売実績

当第１四半期累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）

前年同期比
（％）

公共分野 2,061,064 88.0

産業分野 849,726 116.5

合計 2,910,790 94.8

　

なお、当第１四半期累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）

前年同期比
（％）

情報処理・通信サービス 842,592 86.5

ソフトウェア開発・

システム提供サービス
1,293,990 93.7

システム機器販売等 411,293 98.7

その他関連サービス 362,914 121.8

合計 2,910,790 94.8

　（注）１．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累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、当該割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。

　　　　２．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累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。　

　

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析　

当社の当第１四半期累計期間における、総資産に占める有利子負債（リース債務は除く）は8.6％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。　
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第３【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１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８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】

　該当事項はありません。　

　

（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。 

　

（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23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 1,446,800 － 1,373,607 － 1,023,050

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年６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　

1,446,700
　

14,467
－

単元未満株式
普通株式　

100　
－ －

発行済株式総数 1,446,800 － －

総株主の議決権 － 14,467 －

　　

②【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　

 

EDINET提出書類

株式会社電算(E24457)

四半期報告書

 7/16



第４【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）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１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について有限責任 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。

 

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　　　　0.3％

利益剰余金基準　0.4％   
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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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,419,400 3,183,081

受取手形及び売掛金 3,994,684 2,411,163

商品 102,223 187,131

仕掛品 128,434 208,328

原材料及び貯蔵品 28,658 29,954

その他 1,141,985 1,216,923

貸倒引当金 △1,174 △809

流動資産合計 7,814,213 7,235,771

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,657,799 1,624,886

土地 1,683,028 1,683,028

その他（純額） 301,959 293,079

有形固定資産合計 3,642,786 3,600,995

無形固定資産 442,118 506,641

投資その他の資産

その他 963,478 954,582

貸倒引当金 △10,389 △10,475

投資その他の資産合計 953,088 944,106

固定資産合計 5,037,994 5,051,743

資産合計 12,852,207 12,287,514

EDINET提出書類

株式会社電算(E24457)

四半期報告書

 9/16



（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 846,813 573,030

短期借入金 1,022,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 85,000 54,500

未払法人税等 356,026 8,868

賞与引当金 644,084 332,379

製品保証引当金 4,974 1,884

受注損失引当金 3,420 1,849

その他 989,971 1,294,285

流動負債合計 3,952,289 3,266,798

固定負債

退職給付引当金 1,018,772 1,016,046

資産除去債務 24,894 24,924

その他 325,506 405,894

固定負債合計 1,369,173 1,446,865

負債合計 5,321,463 4,713,663

純資産の部

株主資本

資本金 1,373,607 1,373,607

資本剰余金 1,023,050 1,023,050

利益剰余金 5,140,768 5,182,946

株主資本合計 7,537,426 7,579,604

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,682 △5,753

評価・換算差額等合計 △6,682 △5,753

純資産合計 7,530,743 7,573,850

負債純資産合計 12,852,207 12,287,514
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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22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 3,069,999 2,910,790

売上原価 2,002,004 1,965,833

売上総利益 1,067,995 944,956

販売費及び一般管理費

給料及び手当 306,000 304,724

賞与引当金繰入額 119,027 115,173

貸倒引当金繰入額 93 △250

その他 372,233 337,952

販売費及び一般管理費合計 797,355 757,599

営業利益 270,640 187,357

営業外収益

受取利息 465 319

受取配当金 4,970 5,266

その他 1,030 906

営業外収益合計 6,465 6,492

営業外費用

支払利息 2,046 1,685

株式交付費 8,380 －

営業外費用合計 10,427 1,685

経常利益 266,678 192,164

特別損失

固定資産除却損 348 －

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 8,535 －

税引前四半期純利益 258,143 192,164

法人税、住民税及び事業税 3,000 3,000

法人税等調整額 100,183 60,177

法人税等合計 103,183 63,177

四半期純利益 154,959 128,986
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【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（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）　

　当第１四半期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。

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

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。

　
前事業年度

（平成23年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成23年６月30日）

電算共済会 190,000千円 180,000千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定

資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

　

　

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　減価償却費　 128,684千円 112,424千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日） 

 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

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日） 

 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23年５月13日

取締役会　
普通株式　 86,808　 60　 平成23年３月31日平成23年６月14日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30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

（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　 2,340,804 729,195 3,069,999

　セグメント間の内部売上高又は振替高　 ─ ─ ─

計 2,340,804 729,195 3,069,999

セグメント利益又は損失（△）　 326,461 △55,821 270,640

（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。　

　

２．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）

　該当事項はありません。

　　　　　

３．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１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30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

（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　 2,061,064 849,726 2,910,790

　セグメント間の内部売上高又は振替高　 － － －

計 2,061,064 849,726 2,910,790

セグメント利益又は損失（△） 189,907 △2,549 187,357

（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。　

　

２．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）

　該当事項はありません。

　　　　　

３．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。　　　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 121円68銭 89円15銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 154,959 128,986

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金額（千円） 154,959 128,986

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,273 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

─ ─

（注）潜在株式調整後１株当たりの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。

　　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成23年５月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（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23年６月14日

　（注）平成23年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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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23年８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

23年４月１日から平成24年３月31日までの第47期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30

日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６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注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。 

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　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23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１

四半期累計期間の経営成績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。

　

利害関係　

　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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