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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33期
第１四半期
累計期間

第34期
第１四半期
累計期間

第33期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 3,039,815 3,150,099 13,601,215

経常利益又は経常損失(△)（千円） 121,303 △19,009 658,283

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
70,323 △14,979 400,903

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 750,000 750,000 750,000

発行済株式総数（株） 4,395,000 4,395,000 4,395,000

純資産額（千円） 4,102,386 4,370,688 4,453,243

総資産額（千円） 7,143,084 7,254,580 7,655,490

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

16.00 △3.41 91.22

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） － － 32.00

自己資本比率（％） 57.4 60.2 58.2

  （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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．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、潜在株式が存在し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、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

（１）業績の状況

当第１四半期累計期間における我が国の経済は、日本銀行の大規模緩和策や政府の経済政策等により輸出や消費が

持ち直すなど、景気回復の兆しは見え始めたものの、海外経済の動向、株価や為替レートの変動リスクといった景気下

振れ要因も依然としてあり、先行き不透明な状況は続いております。

情報サービス産業においては、ＩＴインフラの刷新、クラウドやモバイルといった新技術への対応等、一部に需要拡

大の傾向は見られるものの、顧客企業におけるコスト削減ニーズは依然として強く、全体的には投資への慎重姿勢は継

続しております。

このような状況の下、当社は、幅広いユーザー企業との関係強化及び提案活動の促進とともに、新たな成長分野への

取り組みを進めました。

この結果、当第１四半期累計期間における経営成績は、売上高は3,150,099千円（前年同四半期比3.6%増）、営業損失

は21,769千円（前年同四半期は営業利益118,640千円）、経常損失は19,009千円（前年同四半期は経常利益121,303千

円）、四半期純損失は14,979千円（前年同四半期は四半期純利益70,323千円）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。

①ソフトウェア開発

  本格的な需要回復に至らない状況のなかで、既存顧客の基幹系システム開発案件を中心に推移いたしました。

　この結果、売上高は2,132,635千円（前年同四半期比15.2%増）、セグメント利益は62,325千円（同67.4%減）となり

ました。

　

②システム運用管理

　金融業・通信業向けを中心とした大口顧客への安定した案件を確保し、概ね堅調に推移いたしました。

　この結果、売上高は903,437千円（前年同四半期比5.4%減）、セグメント利益は70,059千円（同14.0%減）となりまし

た。

　

③システム機器販売

　ソフトウェア開発案件に関連する機器の販売を中心に推移いたしました。

　この結果、売上高は114,026千円（前年同四半期比51.4%減）、セグメント利益は5,461千円（同1,092.4%増）となり

ました。

　

　

（２）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。

　

　

（３）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、829千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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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 16,000,000

計 16,000,000

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25年６月30日）

 提出日現在発行数（株）
（平成25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 4,395,000 4,395,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数  100株

計 4,395,000 4,395,000 － －

（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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 4,395,000－ 750,000 － 1,196,550

　

（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】

  第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25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） 普通株式       200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,394,200 43,942 －

単元未満株式 普通株式       600 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 4,395,000 － －

総株主の議決権 － 43,942 －

　 

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）

株式会社Minori

ソリューションズ　

東京都新宿区西新宿

二丁目４番１号
200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

 

２【役員の状況】

　 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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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、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツ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

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,971,446 3,925,836

受取手形及び売掛金 ※1
 2,297,456

※1
 1,799,482

商品 3,545 5,563

仕掛品 85,446 135,377

その他 171,462 266,518

貸倒引当金 △921 △721

流動資産合計 6,528,435 6,132,057

固定資産

有形固定資産 212,368 200,270

無形固定資産 42,336 45,584

投資その他の資産

投資有価証券 464,308 467,321

その他 408,050 409,374

貸倒引当金 △9 △28

投資その他の資産合計 872,349 876,667

固定資産合計 1,127,054 1,122,523

資産合計 7,655,490 7,254,580

負債の部

流動負債

買掛金 988,180 832,457

短期借入金 976,680 860,015

未払法人税等 111,435 8,003

賞与引当金 200,000 48,598

受注損失引当金 5,840 78,646

その他 490,486 625,613

流動負債合計 2,772,623 2,453,334

固定負債

長期借入金 12,500 10,000

退職給付引当金 323,729 337,693

その他 93,394 82,864

固定負債合計 429,624 430,558

負債合計 3,202,247 2,883,892

純資産の部

株主資本

資本金 750,000 750,000

資本剰余金 1,196,550 1,196,550

利益剰余金 2,440,278 2,350,589

自己株式 △165 △165

株主資本合計 4,386,662 4,296,973

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 66,580 73,715

評価・換算差額等合計 66,580 73,715

純資産合計 4,453,243 4,370,688

負債純資産合計 7,655,490 7,254,580
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 3,039,815 3,150,099

売上原価 2,671,761 2,905,864

売上総利益 368,053 244,235

販売費及び一般管理費 249,413 266,004

営業利益又は営業損失（△） 118,640 △21,769

営業外収益

受取利息 106 110

受取配当金 3,030 3,935

その他 1,985 639

営業外収益合計 5,123 4,685

営業外費用

支払利息 2,088 1,763

その他 372 161

営業外費用合計 2,460 1,925

経常利益又は経常損失（△） 121,303 △19,009

特別利益

投資有価証券売却益 1,280 －

特別利益合計 1,280 －

特別損失

固定資産売却損 4,447 －

投資有価証券売却損 392 －

投資有価証券評価損 405 －

特別損失合計 5,245 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 117,338 △19,009

法人税、住民税及び事業税 2,716 2,700

法人税等調整額 44,298 △6,730

法人税等合計 47,015 △4,030

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,323 △14,979
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※１．四半期会計期間末日満期手形

  四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半

期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末日残高に含

まれております。

　

　
          前事業年度

     （平成25年３月31日）

     当第１四半期会計期間

      （平成25年６月30日）

受取手形 3,263千円 475千円

　

　

　

　

（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（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24年４月１日
　至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
　至  平成25年６月30日）

減価償却費 81,395千円 18,733千円

　

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年６月30日）

１．配当に関する事項

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24年５月25日
取締役会

普通株式 87,895 20 平成24年３月31日 平成24年６月12日利益剰余金

２. 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。　

　

Ⅱ  当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日  至平成25年６月30日）

１．配当に関する事項

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25年５月23日
取締役会

普通株式 74,710 17  平成25年３月31日 平成25年６月12日利益剰余金

２. 株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。　

　

EDINET提出書類

株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ(E05638)

四半期報告書

 9/13



（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24年４月１日  至 平成24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　

 （単位：千円）　

 

報告セグメント

合計 調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

ソフトウェア
開発

システム
運用管理

システム

機器販売

売上高       

外部顧客への売上高 1,850,716954,714234,3843,039,815 － 3,039,815

セグメント間の内部
売上高又は振替高　

－ － － － － －

計 1,850,716954,714234,3843,039,815 － 3,039,815

セグメント利益 190,92581,487 458 272,870△154,230118,640

（注）１．セグメント利益の調整額△154,230千円は、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管理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第１四半期累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25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　

 （単位：千円）　

 

報告セグメント

合計 調整額
（注）１

四半期
損益計算書
計上額
（注）２

ソフトウェア
開発

システム
運用管理

システム

機器販売

売上高       

外部顧客への売上高 2,132,635903,437114,0263,150,099 － 3,150,099

セグメント間の内部
売上高又は振替高　

－ － － － － －

計 2,132,635903,437114,0263,150,099 － 3,150,099

セグメント利益 62,32570,059 5,461 137,846△159,616△21,769

（注）１．セグメント利益の調整額△159,616千円は、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管理部門等に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。　
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（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
16円00銭 △3円41銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
70,323 △14,979

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又は四半期純損

失金額（△）（千円）
70,323 △14,979

普通株式の期中平均株式数（株） 4,394,773 4,394,708

（注）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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

２【その他】

    平成25年５月23日開催の取締役会において、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………74,710千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………17円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年６月12日

      （注）平成25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25年８月８日

株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 　

　取締役会  御中　 　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  久保  伸介    印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  阪田  大門    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Minoriソ

リューションズの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第34期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月

１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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Minoriソリューションズの平成25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おりません。
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