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１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（１）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 ％

26年３月期第２四半期 6,442 12.9 248 ― 240 ― 115 ―
25年３月期第２四半期 5,704 2.1 △30 ― △32 ― △212 ―

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

26年３月期第２四半期 16.68 ―

25年３月期第２四半期 △29.59 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 10,977 4,779 43.5

25年３月期 11,195 4,868 43.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 4,779 百万円 25年３月期 4,868 百万円

２．配当の状況

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

25年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 12.00 12.00

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 12,500 1.2 300 △31.7 250 △39.9 100 △58.5 14.44



  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期２Ｑ 8,146,471株 25年３月期 8,146,471株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,223,040株 25年３月期 1,223,040株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 6,923,431株 25年３月期２Ｑ 7,186,614株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期わが国経済は、輸出環境が持ち直し、企業収益が改善する中、企業の設備投資や個人消

費に拡大の兆しがみられ、国内景気は穏やかに回復しつつあります。 

情報サービス業界におきましては、金融業や製造業のシステム投資を中心に回復傾向にありますが、

依然としてプロジェクトマネージャーをはじめとした高度情報技術者の人材不足等の問題があります。

このような状況の中、当社は、「公共関連事業」におきましては、徐々に回復の兆しが見えておりま

す。「民間関連事業」におきましては、需要が潤沢にあるインフラビジネスの恩恵を受け順調に受注を

増やしております。また「セキュリティ機器関連事業」におきましても、官公庁からのサイバー攻撃対

策の受注が順調であり、さらに補正予算の影響による受注が、上半期に集中したため、売上高・利益と

もに大幅に増加いたしました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高6,442百万円となりました。また利益

面では、営業利益248百万円、経常利益240百万円、四半期純利益115百万円となりました。  

  

当第２四半期における総資産は10,977百万円となり、前事業年度末と比べ217百万円減少しました。

これは主に、仕掛品の増加155百万円があったものの、投資有価証券の減少158百万円、現金及び預金の

減少97百万円、受取手形及び売掛金の減少33百万円によるものです。  

  

平成25年５月９日に発表の業績予想に変更はありません。 

  

○税金費用の計算  

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法を採用しております。  

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に

は、法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,658,588 2,561,027

受取手形及び売掛金 2,440,092 2,406,363

商品及び製品 25,536 27,162

仕掛品 6,193 162,191

繰延税金資産 191,740 191,740

その他 243,364 132,385

貸倒引当金 △6,200 △11,200

流動資産合計 5,559,316 5,469,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,211,054 1,219,384

減価償却累計額 △834,865 △846,227

建物及び構築物（純額） 376,188 373,157

土地 3,287,792 3,287,792

その他 348,100 322,243

減価償却累計額 △265,900 △249,772

その他（純額） 82,199 72,470

有形固定資産合計 3,746,181 3,733,420

無形固定資産   

ソフトウエア 35,701 28,656

その他 2,962 11,289

無形固定資産合計 38,663 39,946

投資その他の資産   

投資有価証券 1,478,684 1,320,537

長期貸付金 47,684 43,517

その他 369,152 411,674

貸倒引当金 △44,350 △41,250

投資その他の資産合計 1,851,171 1,734,480

固定資産合計 5,636,016 5,507,847

資産合計 11,195,332 10,977,520
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 495,616 556,715

1年内償還予定の社債 20,000 24,000

短期借入金 738,800 594,900

1年内返済予定の長期借入金 1,393,769 1,334,707

未払法人税等 17,517 141,023

賞与引当金 301,746 463,981

役員賞与引当金 46,000 12,500

訴訟損失引当金 56,400 56,400

その他 699,758 528,987

流動負債合計 3,769,609 3,713,216

固定負債   

社債 － 96,000

長期借入金 1,974,482 1,858,732

繰延税金負債 442,849 386,122

役員退職慰労引当金 139,428 144,297

固定負債合計 2,556,760 2,485,152

負債合計 6,326,369 6,198,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,905,422 2,905,422

資本剰余金 1,468,471 1,468,471

利益剰余金 367,500 379,108

自己株式 △706,354 △706,354

株主資本合計 4,035,039 4,046,647

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 833,923 732,504

評価・換算差額等合計 833,923 732,504

純資産合計 4,868,962 4,779,151

負債純資産合計 11,195,332 10,977,520

㈱フォーカスシステムズ(4662)平成26年３月期　第２四半期決算短信

- 4 -



（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,704,998 6,442,980

売上原価 5,157,456 5,674,340

売上総利益 547,542 768,639

販売費及び一般管理費 577,835 519,775

営業利益又は営業損失（△） △30,292 248,863

営業外収益   

受取利息及び配当金 19,261 18,366

受取家賃 11,489 11,452

貸倒引当金戻入額 2,800 －

その他 10,017 6,360

営業外収益合計 43,569 36,179

営業外費用   

支払利息 36,920 32,603

貸与資産減価償却費 3,458 3,426

貸倒引当金繰入額 － 1,900

その他 5,613 6,613

営業外費用合計 45,992 44,543

経常利益又は経常損失（△） △32,715 240,499

特別利益   

投資有価証券売却益 301,646 －

保険解約返戻金 222,202 －

ゴルフ会員権売却益 2,054 －

特別利益合計 525,903 －

特別損失   

役員退職慰労金 704,078 －

投資有価証券評価損 1,786 －

特別損失合計 705,864 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △212,676 240,499

法人税等 － 125,040

四半期純利益又は四半期純損失（△） △212,676 115,459
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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