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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28期

第２四半期

連結累計期間

第29期

第２四半期

連結累計期間

第28期

会計期間
自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日

至　平成25年９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） 7,183,275 7,346,681 13,575,183

経常利益 （千円） 412,309 534,082 731,335

四半期（当期）純利益 （千円） 194,005 258,522 380,435

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 146,684 564,825 922,205

純資産額 （千円） 12,679,298 13,690,254 13,292,795

総資産額 （千円） 16,634,429 17,982,095 17,504,199

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 6.23 8.30 12.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 76.2 76.1 75.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 132,816 942,012 401,797

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 1,132,688 65,376 985,970

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △161,910 △162,295 △324,214

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 2,765,599 3,764,949 2,795,382

　

回次

第28期

第２四半期

連結会計期間

第29期

第２四半期

連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日

至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

（円） △0.07 1.84

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．当社は平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

第28期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しておりま

す。

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２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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２四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社グループは、経営ビジョン「First Contact Company ～お客様・パートナーが、最初に相談する企業であり

たい～」の下、中期経営計画において掲げた次の経営基本戦略及び重点施策に取り組んでまいりました。

４つの経営基本戦略及び重点施策

①新しい価値を持つ当社独自のソリューションの開発と提供

様々な領域にまたがる複合・統合ソリューション（マルチドメインソリューション）の推進

②システムレベル・シミュレーション（１Ｄシミュレーション）(※１)市場の創造と拡大

複合領域物理モデルシミュレータを利用したシステムレベル・シミュレーション（１Ｄシミュレーション）環

境の整備と推進

③顧客との深いコミュニケーション機会の創出により、多様なニーズの把握とその対応強化

自動車業界への拡販戦略

④当社グループ製品及びソリューションの海外展開の加速化

韓国進出、北米・欧州販売網の強化

(※１) システムレベル・シミュレーション（１Ｄシミュレーション）とは、自動車・船舶・工作機械・ロボッ

トなどの制御対象が持つ様々な機能を統合的かつ高速にシミュレーションするための手法。

当期は、２年目となる中期経営計画の推進を加速化させるため、顧客志向によるマルチドメインソリューション

の開発及びマーケティング体制の強化と共に、自動車業界にフォーカスした営業本部を新設し、主力商品並びに当

社グループ製品を中心としたサイバネットソリューションサービス販売に注力してまいりました。

　
当第２四半期連結累計期間の業績については、自動車業界向けサイバネットソリューション販売は、主力商品等

の保守契約更新が堅調に推移いたしましたが、新規ライセンス販売は伸び悩み前年同期の水準を下回りました。し

かしながら、電機業界向けの新規ライセンス販売が回復し、ほぼ前年同期の水準を維持いたしました。また、情報

通信業界向けの新規ライセンス販売が好調に推移し、前年同期の水準を上回りました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は73億46百万円（前年同四半期比2.3％増）、営業利益は４億

24百万円（前年同四半期比11.2％増）、経常利益は５億34百万円（前年同四半期比29.5％増）、四半期純利益は２

億58百万円（前年同四半期比33.3％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。

（ＣＡＥソリューションサービス事業）

ＣＡＥソリューション事業における各分野では、機械系分野においては、電機業界や官公庁・教育機関等向けの

新規ライセンス販売が比較的活発であったことに加えて、自動車業界向け保守契約の更新が好調に推移いたしまし

た。その結果、前年同期の水準を上回りました。

光学系分野においては、照明設計解析ソフトウェアと光学設計解析ソフトウェアは、前年同期の水準を若干下回

りましたが、フォトニクスデバイスソフトウェアは、新規ライセンス販売及び保守契約の更新が好調に推移いたし

ました。その結果、光学系分野は、前年同期の水準を上回りました。
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エレクトロニクス分野においては、主力ＥＤＡソフトウェアの電子・電気回路設計システムは、新規ライセンス

販売が低調でした。一方、システムＬＳＩの上流設計・検証に利用するＥＤＡソフトウェアは、ライセンスの更新

が好調に推移いたしました。また、ＰＣＢ分野のエンジニアリングサービスは、大口案件の受注もあり、好調に推

移いたしました。その結果、エレクトロニクス分野は、前年同期の水準を若干下回りました。

制御系分野においては、当社グループ製品である複合領域物理モデリング環境及び数式処理・数式モデル設計環

境は、新規ライセンス販売が低調でしたが、保守契約の更新は堅調に推移いたしました。一方、エンジニアリング

サービスは、受注案件の検収が第３四半期に集中したことにより低調に推移いたしました。その結果、制御系分野

は、前年同期の水準を下回りました。

新規分野においては、注力商品であるイノベーション支援ソフトウェアは、新規ライセンス販売が低調でした

が、保守契約の更新は好調に推移いたしました。３次元モデラーは、保守契約の更新が好調に推移いたしました。

また、当社グループ製品である解析プロセス統合／最適化ＣＡＥソフトウェアと公差解析ソフトウェアは、新規ラ

イセンス販売が好調に推移いたしました。その結果、新規分野は、前年同期の水準を上回りました。

汎用可視化処理関連ビジネスにおいては、景気回復基調を背景に保守契約の更新が好調に推移いたしました。ま

た、ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）ビジネスは、スマートフォンの普及に伴い市場が大きく成長してお

り、各種イベント参加や開催によりＡＲ業界における当社の認知度が向上してきたことから、引合いが大幅に増加

し、好調に推移いたしました。その結果、汎用可視化処理関連ビジネスは、前年同期の水準を上回りました。

教育ビジネスの「ＣＡＥユニバーシティ」は、顧客の教育投資マインドの回復から大手製造業向けの設計者ＣＡ

Ｅ教育研修などが好調に推移するとともに、教育環境を定量的に評価できる設計者のためのＣＡＥ環境診断パッ

ケージが高く評価されました。その結果、教育ビジネスは、前年同期の水準を大きく上回りました。

ＣＡＥソフトウェアの開発子会社は、自社製品の機能強化に加え、新製品開発よる市場拡大に努めております。

以上の結果、売上高は66億33百万円（前年同四半期比6.3％増）、セグメント利益（営業利益）は10億64百万円

（前年同四半期比4.6％増）となりました。

　
（ＩＴソリューションサービス事業）

ＩＴソリューションサービス事業においては、ディスク暗号化ソフトウェアが、ウィンドウズⅩＰサポート終了

間近によるＰＣの入れ替えにより新規ライセンス販売が好調に推移いたしました。主力商品である大手開発ベンダ

のセキュリティ関連ソリューションは、大型案件開拓が遅れ、前年同期の水準を下回りました。

以上の結果、売上高は７億13百万円（前年同四半期比24.2％減）、セグメント利益（営業利益）は１億４百万円

（前年同四半期比5.6％減）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、130億34百万円（前連結会計年度末比２億75百万円の増加）となりました。これは主に、現金及び

預金の増加12億76百万円、受取手形及び売掛金の減少５億62百万円、有価証券の減少６億64百万円、短期貸付金の

増加１億25百万円よるものです。

固定資産は、49億47百万円（前連結会計年度末比２億２百万円の増加）となりました。これは主に、のれんの増

加99百万円、投資有価証券の増加１億23百万円によるものです。

この結果、当第２四半期末における総資産は、179億82百万円（前連結会計年度末比４億77百万円の増加）とな

りました。

（負債）

流動負債は、35億51百万円（前連結会計年度末比64百万円の増加）となりました。これは主に、買掛金の減少１

億25百万円、未払法人税等の増加１億62百万円によるものです。

固定負債は、７億40百万円（前連結会計年度末比15百万円の増加）となりました。

この結果、当第２四半期末における負債合計は、42億91百万円（前連結会計年度末比80百万円の増加）となりま

した。

（純資産）

当第２四半期末における純資産は、136億90百万円（前連結会計年度末比３億97百万円の増加）となりました。

これは主に、為替換算調整勘定の増加３億１百万円によるものです。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度

末の75.9％から76.1％となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、37億64百万円（前連結会計年度末比９億69百万円の増加）とな

りました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、９億42百万円のプラス（前年同四半期比８億９百万円の増加）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上５億19百万円、のれん償却額の計上１億66百万円、

売上債権の減少６億３百万円により増加した一方、仕入債務の減少１億86百万円、法人税等の支払１億10百万

円により減少したものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは、65百万円のプラス（前年同四半期比10億67百万円の減少）となりま

した。これは主に、投資有価証券の売却による収入７億２百万円、有価証券の償還による収入４億99百万円に

より増加した一方、投資有価証券の取得による支出７億73百万円、有価証券の取得による支出２億80百万円に

より減少したものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億62百万円のマイナス（前年同四半期比０百万円の減少）となり

ました。これは、配当金の支払１億62百万円によるものです。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は32百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループが提供する様々なＣＡＥソリューションサービスは、ものづくり企業の品質向上、開発期間の短

縮、開発コスト削減、製品の安全性の向上並びに環境に配慮した製品開発に貢献しております。当社グループは、

引き続き営業及びマーケティング並びに開発体制を強化しながら、顧客の複雑かつ高度な課題を解決すべく、マル

チドメインソリューション(様々な領域にまたがる複合・統合ソリューション)の推進に注力し、付加価値サービス

を提供してまいります。

当期の経営環境につきましては、現政権による民間投資を喚起する成長戦略への期待から、国内景気の回復が期

待されるものの、欧州諸国の財政不安や中国の景気減速、原油及び原料等の輸入品価格の高騰等の影響から国内景

気の先行き不透明感は払拭されておりません。

しかしながら、当社グループは、自動車業界を初めとしたものづくり企業のグローバル競争環境における研究開

発投資が、業績回復を背景として確実に拡大していくものと推測しています。

これらを勘案した結果、平成25年４月26日発表の通期業績予想に変更はありません。

［ご参考      平成25年度（平成25年12月期連結業績見通し）］

売上高 113億30百万円 （調整後増減率7.6％増）

営業利益 ４億47百万円 （調整後増減率86.2％増）

経常利益 ４億41百万円 （調整後増減率25.3％増）

当期純利益 ２億36百万円 （調整後増減率46.8％増）

（注）上記連結業績見通しに関する注意事項

１．当期の連結業績予想値は、決算期変更のため、当社は４月から12月の９ヶ月間を、12月決算の子会社は１

月から12月の12ヶ月間を、連結対象期間としております。

２．平成25年度（平成25年12月期）連結業績予想値は、いずれも業界等の動向、国内及び海外の経済状況、為

替相場などの要因について、現時点で入手可能な情報をもとに行ったものであります。そのため、上記連

結業績予想数値はこれらの要因の変動により大きく異なる場合があります。

３．上記の連結業績見通しの算定に使用しました当期の為替レートは、92円／米ドルを想定したものであり、

計画に基づいたドル建て原価の50％相当額を平均約90円／米ドルで為替予約済みであります。
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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 1,296,000

計 1,296,000

（注）平成25年９月５日開催の取締役会決議により、平成25年10月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行

可能株式総数は、128,304,000株増加し、129,600,000株となっております。

　

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25年９月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成25年11月６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 324,000 32,400,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株制度を採用して
おりません。

計 324,000 32,400,000 － －

（注）平成25年９月５日開催の取締役会決議により、平成25年10月１日付で１株を100株に分割いたしました。

これにより株式数は32,076,000株増加し、発行済株式総数は32,400,000株となっております。

また、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

　
(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９月30日 ― 324,000 ― 995,000 ― 909,000

（注）平成25年10月１日をもって１株を100株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が32,076,000株増加しており

ます。
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(6) 【大株主の状況】

平成25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(％)

富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区桜木町１-１ 168,075 51.88

ビービーエイチ　フォー　フ
イデリテイ　ロー　プライス
ド　ストツク　フアンド（プ
リンシパル　オール　セク
ター　サブポートフオリオ）
［常任代理人］
　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行

82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS 02109360582
（東京都千代田区丸の内２-７-１）

20,500 6.33

ステート　ストリート　バン
ク　アンド　トラスト　カン
パニー　505224
［常任代理人］
　株式会社みずほ銀行決済営
業部

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
（東京都中央区月島４-16-13）

12,741 3.93

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１-８-11 4,213 1.30

サイバネットシステム社員持
株会

東京都千代田区神田練塀町３ 3,646 1.13

井上　惠久 東京都世田谷区 2,981 0.92

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２-11-３ 2,244 0.69

ゴールドマンサックスイン
ターナショナル
［常任代理人］
　ゴールドマン・サックス証
券株式会社

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,UK
（東京都港区六本木６-10-１　六本木ヒルズ森タ
ワー）

1,950 0.60

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口１）

東京都中央区晴海１-８-11 1,450 0.45

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口６）

東京都中央区晴海１-８-11 1,411 0.44

計 ― 219,211 67.66

(注)１．上記のほか当社所有の自己株式12,417株（3.83％）があります。

２．当第２四半期会計期間末現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載して

おりません。
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成25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）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 12,417

完全議決権株式（その他） 　普通株式 311,583 311,583 －

単元未満株式 　 － － －

発行済株式総数 　 324,000 － －

総株主の議決権 　 － 311,583 －

　

②【自己株式等】

平成25年９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
する所有株式数割合

(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

サイバネットシステム
株式会社

東京都千代田区
神田練塀町３番地

12,417 － 12,417 3.83

計 － 12,417 － 12,417 3.83

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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）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２四半期連結会計期間（平成25年７月

１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,082,483 3,358,974

受取手形及び売掛金
※ 3,346,732 2,784,695

有価証券 3,024,552 2,359,872

商品及び製品 18,599 30,569

仕掛品 4,150 12,950

原材料及び貯蔵品 3,617 7,436

短期貸付金 3,001,779 3,127,759

その他 1,282,656 1,356,640

貸倒引当金 △5,709 △4,772

流動資産合計 12,758,860 13,034,127

固定資産

有形固定資産 280,312 339,784

無形固定資産

のれん 3,069,406 3,169,023

その他 178,097 157,992

無形固定資産合計 3,247,503 3,327,016

投資その他の資産

投資有価証券 825,185 948,495

その他 401,044 336,580

貸倒引当金 △8,706 △3,908

投資その他の資産合計 1,217,522 1,281,167

固定資産合計 4,745,338 4,947,968

資産合計 17,504,199 17,982,095
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,308,423 1,183,122

未払法人税等 122,024 284,968

賞与引当金 350,397 280,371

役員賞与引当金 17,420 6,704

その他 1,688,291 1,795,906

流動負債合計 3,486,556 3,551,073

固定負債

退職給付引当金 688,633 711,288

その他 36,212 29,478

固定負債合計 724,846 740,767

負債合計 4,211,403 4,291,840

純資産の部

株主資本

資本金 995,000 995,000

資本剰余金 909,000 909,000

利益剰余金 12,183,665 12,274,822

自己株式 △781,567 △781,567

株主資本合計 13,306,098 13,397,254

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △28,574 －

繰延ヘッジ損益 47,475 24,131

為替換算調整勘定 △32,203 268,868

その他の包括利益累計額合計 △13,302 292,999

純資産合計 13,292,795 13,690,254

負債純資産合計 17,504,199 17,982,095
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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２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

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

売上高 7,183,275 7,346,681

売上原価 4,168,212 4,163,398

売上総利益 3,015,062 3,183,282

販売費及び一般管理費
※ 2,633,719 ※ 2,759,245

営業利益 381,343 424,036

営業外収益

受取利息 15,723 23,327

受取配当金 2,536 －

為替差益 － 39,366

助成金収入 20,395 35,931

その他 2,588 11,492

営業外収益合計 41,244 110,117

営業外費用

売上割引 137 63

為替差損 9,915 －

その他 225 9

営業外費用合計 10,278 72

経常利益 412,309 534,082

特別利益

固定資産売却益 － 585

投資有価証券売却益 5,036 23,559

特別利益合計 5,036 24,145

特別損失

固定資産売却損 509 251

固定資産除却損 146 1,059

投資有価証券評価損 － 619

減損損失 － 36,738

特別損失合計 656 38,668

税金等調整前四半期純利益 416,689 519,558

法人税、住民税及び事業税 194,705 225,430

法人税等調整額 27,977 35,605

法人税等合計 222,683 261,035

少数株主損益調整前四半期純利益 194,005 258,522

少数株主利益 － －

四半期純利益 194,005 258,522
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 194,005 258,522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,769 28,574

繰延ヘッジ損益 △49,621 △23,344

為替換算調整勘定 21,070 301,072

その他の包括利益合計 △47,320 306,302

四半期包括利益 146,684 564,825

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 146,684 564,825

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 416,689 519,558

減価償却費 88,556 71,108

減損損失 － 36,738

のれん償却額 142,427 166,516

受取利息及び受取配当金 △18,260 △23,327

為替差損益（△は益） 9,602 △87,135

固定資産売却損益（△は益） 509 △334

固定資産除却損 146 1,059

投資有価証券売却損益（△は益） △5,036 △23,559

投資有価証券評価損益（△は益） － 619

売上債権の増減額（△は増加） 290,930 603,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,591 △22,336

仕入債務の増減額（△は減少） △279,098 △186,605

未払費用の増減額（△は減少） △82,535 △4,466

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,130 33,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,068 △6,579

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,156 △71,481

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,860 △10,715

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,923 22,654

その他 53,124 6,787

小計 603,571 1,025,157

利息及び配当金の受取額 16,639 27,404

法人税等の支払額 △487,395 △110,549

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,816 942,012

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 － △92,410

定期預金の払戻による収入 100,000 92,410

有形固定資産の取得による支出 △25,043 △77,244

有形固定資産の売却による収入 5 1,105

無形固定資産の取得による支出 △25,482 △33,095

有価証券の取得による支出 － △280,402

有価証券の売却による収入 － 153,508

有価証券の償還による収入 － 499,021

投資有価証券の取得による支出 － △773,457

投資有価証券の売却による収入 5,336 702,511

投資有価証券の償還による収入 78,900 －

貸付けによる支出 △3,000,000 △126,941

貸付金の回収による収入 4,000,414 346

その他 △1,441 25

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,132,688 65,376
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(単位：千円)

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △161,910 △162,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,910 △162,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,796 111,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,099,797 956,902

現金及び現金同等物の期首残高 1,665,801 2,795,382

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 12,664

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,765,599 ※ 3,764,949
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

　
当第２四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

税金費用の計算 　一部の連結子会社は、当連結会計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

率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結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しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会
計年度末残高に含まれております。

　

　 前連結会計年度

（平成25年３月31日）

当第２四半期連結会計期間

（平成25年９月30日）

受取手形 3,504千円 －

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　 前第２四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日

  至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日

  至　平成25年９月30日)

従業員給与及び賞与 872,910千円 938,444千円

賞与引当金繰入額 230,996千円 176,015千円

退職給付費用 32,718千円 33,303千円

役員賞与引当金繰入額 11,380千円 6,704千円

広告宣伝費 143,632千円 138,745千円

地代家賃 167,192千円 147,597千円

のれん償却額 142,427千円 166,516千円

業務委託費 98,418千円 119,048千円

旅費交通費 105,622千円 120,942千円

貸倒引当金繰入額 1,071千円 －

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　 　 　

　
前第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日
  至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自  平成25年４月１日
  至  平成25年９月30日)

現金及び預金 2,742,349千円 　 3,358,974千円 　

有価証券勘定 215,269千円 　 2,359,872千円 　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △76,750千円 　 △93,980千円 　

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △115,269千円 　 △1,859,917千円 　

現金及び現金同等物 2,765,599千円 　 3,764,949千円 　
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(株主資本等関係)

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

　

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24年４月26日
取締役会

普通株式 162,023 520 平成24年３月31日 平成24年６月６日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

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24年10月26日
取締役会

普通株式 162,023 520 平成24年９月30日 平成24年11月26日 利益剰余金

　

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

　

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25年４月26日
取締役会

普通株式 162,023 520 平成25年３月31日 平成25年６月５日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

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25年10月29日
取締役会

普通株式 162,023 520 平成25年９月30日 平成25年11月25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２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日）

　
報告セグメントごとの売上高及び利益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

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２
ＣＡＥ

ソリューション
サービス事業

ＩＴ
ソリューション
サービス事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,241,889 941,386 7,183,275 － 7,183,275

  セグメント間の内部売上高
　または振替高

－ － － － －

計 6,241,889 941,386 7,183,275 － 7,183,275

セグメント利益 1,017,662 111,051 1,128,713 △747,370 381,343

（注）１．セグメント利益の調整額△747,370千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△747,370千円が

含まれております。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２四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日）

　
  １. 報告セグメントごとの売上高及び利益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

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２
ＣＡＥ

ソリューション
サービス事業

ＩＴ
ソリューション
サービス事業

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,633,118 713,563 7,346,681 － 7,346,681

  セグメント間の内部売上高
または振替高

－ － － － －

計 6,633,118 713,563 7,346,681 － 7,346,681

セグメント利益 1,064,218 104,789 1,169,007 △744,970 424,036

（注）１．セグメント利益の調整額△744,970千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△744,970千円が

含まれております。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。

　

 ２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

    (固定資産に係る重要な減損損失)

 「ＣＡＥソリューションサービス事業」において、一部事業の撤退の意思決定に伴い、販売権につ

いて帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。

 なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては36,738千円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

前第２四半期連結累計期間

  （自  平成24年４月１日

    至  平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

  （自  平成25年４月１日

    至  平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額（円） 6.23 8.30

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 194,005 258,522

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） 194,005 258,522

普通株式の期中平均株式数（株） 31,158,300 31,158,300

（注）１．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．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行っております。これに伴

い、１株当たり四半期純利益金額は当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算定

しております。

　

(重要な後発事象)

株式分割及び単元株制度の採用

　当社は、平成25年９月５日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で株式の分割及び単元株制

度の導入を実施いたしました。

　

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的

　全国証券取引所が平成19年11月に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、当社

株式を上場している証券市場の利便性・流動性の向上に資するため、１株を100株に分割するとともに、

100株を１単元とする単元株制度の採用を行いました。なお、株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資

単位の実質的な変更はありません。

　

２．株式分割の内容

(１)分割の方法

　平成25年９月30日（月）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する

普通株式を、１株につき100株の割合をもって分割いたしました。

(２)分割により増加した株式数

① 株式分割前の発行済株式総数 324,000株

② 今回の分割により増加する株式数 32,076,000株

③ 株式分割後の発行済株式総数 32,400,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数 129,600,000株

(３)分割の日程

基準日広告日 平成25年９月13日（金）

基準日 平成25年９月30日（月）

効力発生日 平成25年10月１日（火）
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３．単元株制度の採用

(１)新設した単元株式の数

　　単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたしました。

(２)新設の日程

効力発生日 平成25年10月１日（火）

　

４．１株当たり情報に及ぼす影響

　　１株当たり情報に及ぼす影響については、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　

（１株当たり情報）」に記載しております。

　

　

２ 【その他】

第29期（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）中間配当について、平成25年10月29日開催の取

締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                   162,023千円

②  １株当たりの金額                                     520円

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成25年11月25日

EDINET提出書類

サイバネットシステム株式会社(E05223)

四半期報告書

20/22



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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太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　公認会計士   並   木   健   治   印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　公認会計士   中   村   憲   一   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月１日

サイバネットシステム株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　
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」に掲げられているサ

イバネットシステム株式会社の平成25年４月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連
結会計期間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日
から平成25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結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
ない四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サイバネットシステム株式会社及び連結子
会社の平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及
びキャッシュ・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。
　
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。

２．四半期連結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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