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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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3月期第1四半期 1,706 0.5 223 14.1 230 10.1 126 14.4
24年3月期第1四半期 1,697 7.4 195 37.1 209 38.6 110 5.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 117百万円 （9.5％） 24年3月期第1四半期 107百万円 （30.5％）

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3月期第1四半期 10.99 ―

24年3月期第1四半期 9.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 8,249 6,063 73.3
24年3月期 8,798 6,175 70.0

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,044百万円 24年3月期  6,156百万円

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3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 3,363 △1.6 343 2.2 354 △2.1 240 22.3 20.89
通期 7,066 △2.4 894 3.0 915 0.2 543 △0.1 47.27



(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続は終了しております。 

※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、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。 

※  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3月期1Q 11,500,000 株 24年3月期 11,500,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 11,870 株 24年3月期 11,870 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,488,130 株 24年3月期1Q 11,488,169 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）における当第１四半期連結累計期間の業績につきまして

は、売上高 百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益 百万円（前年同期比14.1％増）、経常利益 百万円

（前年同期比10.1％増）、四半期純利益 百万円（前年同期比14.4％増）となりました。  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更していますが、前

四半期連結累計期間について変更後の区分方法による作成が困難なため、比較を行っておりません。 

①建築ＣＡＤ事業 

 ２月から新設住宅着工戸数が４カ月連続前年同月を上回り、住宅市場の持ち直しの動きがあり、主力商品

「ARCHITREND Z」の新規売上が建築ＣＡＤ売上全体の３割近くを維持することができました。 

 震災復旧等の要因で公共投資は増加していますが、全国的な民間建設投資は低水準に留まり、地域における受注

環境においては大きな差が見られます。北日本エリア以外は厳しい状況が続き、具体的な地域戦略が必要となって

います。この結果、建築ＣＡＤ事業の売上高は 百万円、営業利益は 百万円となりました。 

②測量土木ＣＡＤ事業 

 測量ＣＡＤソフトウェアについては、東日本大震災の復興需要による公共投資額増加に伴い、東日本エリアを中

心に主力商品「BLUETREND XA 2012」の新規売上、既存売上は共に伸長しました。また、震災復興支援機能を強化

した新バージョン「BLUETREND XA 2013」のプロモーションを行いました。また、土木ＣＡＤソフトウェアについ

ては、東日本大震災の復興に向けた公共投資額増加ならびに情報化施工普及に伴い、主力商品「EXTREND武蔵

2012」は業務の高度化と効率化を求める汎用ＣＡＤユーザーへの乗換え提案や、情報化施工など新技術対応に関す

る提案を行い、新規ならびに既存売上は共に伸長しました。この結果、測量土木ＣＡＤ事業の売上高は 百万

円、営業利益は 百万円となりました。 

③その他 

 主にインターネット宿泊予約システムにより、売上高は 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末より 百万円減少しま

した。主な要因は、売上債権の減少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５月10日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結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。 

   

   

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

1,706 223 230

126

916 104

780

131

9 8

8,249 548

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,122 3,118

受取手形及び売掛金 1,344 914

商品及び製品 26 20

仕掛品 12 36

原材料及び貯蔵品 25 17

繰延税金資産 218 125

その他 80 78

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 4,824 4,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,708 1,684

土地 1,123 1,123

その他（純額） 56 59

有形固定資産合計 2,888 2,868

無形固定資産   

のれん 32 29

その他 96 103

無形固定資産合計 128 132

投資その他の資産   

投資有価証券 609 591

繰延税金資産 30 32

その他 328 325

貸倒引当金 △11 △9

投資その他の資産合計 956 940

固定資産合計 3,973 3,941

資産合計 8,798 8,249

福井コンピュータホールディングス㈱　（9790）平成２５年３月期　第１四半期決算短信

 -3-



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 68 53

未払法人税等 317 21

前受金 1,232 1,313

賞与引当金 206 88

役員賞与引当金 40 10

その他 735 676

流動負債合計 2,600 2,164

固定負債   

長期未払金 3 3

その他 18 17

固定負債合計 22 21

負債合計 2,622 2,185

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,631 1,631

資本剰余金 2,095 2,095

利益剰余金 2,448 2,345

自己株式 △5 △5

株主資本合計 6,171 6,067

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14 △23

その他の包括利益累計額合計 △14 △23

少数株主持分 18 19

純資産合計 6,175 6,063

負債純資産合計 8,798 8,249
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,697 1,706

売上原価 340 319

売上総利益 1,357 1,386

販売費及び一般管理費 1,161 1,163

営業利益 195 223

営業外収益   

受取配当金 2 2

受取保険金 0 1

受取手数料 2 2

償却債権取立益 10 －

その他 1 1

営業外収益合計 16 7

営業外費用   

賃貸費用 2 －

為替差損 0 0

その他 0 －

営業外費用合計 2 0

経常利益 209 230

税金等調整前四半期純利益 209 230

法人税、住民税及び事業税 9 9

法人税等調整額 90 94

法人税等合計 100 103

少数株主損益調整前四半期純利益 108 126

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

四半期純利益 110 126
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 108 126

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △9

その他の包括利益合計 △1 △9

四半期包括利益 107 117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108 116

少数株主に係る四半期包括利益 △1 0
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該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

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△102百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社 

      費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

         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。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＩＴソリューション事業で 

        あります。 

      ２. セグメント利益の調整額△4百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社

             費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

     ３. セグメント利益又は損失（△）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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

建設業系 
ＣＡＤ事業 

ＩＴソリュ
ーション 

事業 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,633  63  1,697  －  1,697

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  －  －  －

計  1,633     63  1,697  －  1,697

セグメント利益  273  24  297  △102  195

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１

  
合計  

  

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

建築ＣＡＤ 
事業 

測量土木 
ＣＡＤ事業

計 

売上高             

外部顧客への売上高  916  780  1,696 9  1,706  － 1,706

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  － －  －  － －

計  916    780  1,696     9  1,706  － 1,706

セグメント利益又は損

失（△） 
 104  131  236 △8  227  △4 223
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 従来、セグメント情報におけるセグメント区分は「建設業系ＣＡＤ事業」「ＩＴソリューション事業」に区分

しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「ＩＴソリューション事業」は重要性がなくなったため、

「その他」として表示しております。 

 また、「建設業系ＣＡＤ事業」は「建築ＣＡＤ事業」と「測量土木ＣＡＤ事業」に区分して表示する方法に変

更しております。当該変更は、平成24年７月２日に会社分割による持株会社体制へ移行し、分割会社として建築

ＣＡＤソフトウェアの開発及び販売を主たる事業とする福井コンピュータアーキテクト株式会社と測量土木ＣＡ

Ｄソフトウェアの開発及び販売を主たる事業とする福井コンピュータ株式会社を新たに設立しますが、この持株

会社体制への移行を考慮して、取締役会に報告する区分の見直しを行ったことから、上記のとおり変更すること

といたしました。 

 さらに、上記変更に伴って、セグメント別の損益をより明確に表示するために、従来、各報告セグメントに配

賦していなかった全社費用を、それぞれの費用の性質に応じた合理的な配賦基準に基づき、各報告セグメントへ

配賦しております。 

  なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間におけるセグメント区分に

基づいて作成するために、必要な情報を遡って入手することは困難であります。そのため、当第１四半期連結累

計期間について、前連結会計年度の区分方法により算定した情報を開示しております。 

（注）１. セグメント利益の調整額△160百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

       費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

          ２. セグメント利益又は損失（△）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。 

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

建設業系 
ＣＡＤ事業 

ＩＴソリュ
ーション 

事業 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,696  9  1,706  －  1,706

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  －  －  －

計  1,696     9  1,706  －  1,706

セグメント利益又は損失（△）  392  △8  384  △160  223
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該当事項はありません。   

   

   

（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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