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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13期

第１四半期累計期間
第12期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月 1日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 260,770 1,172,092

経常利益 （千円） 46,906 397,043

四半期（当期）純利益 （千円） 31,536 255,160

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 489,886 489,886

発行済株式総数 （株） 3,287,100 3,287,100

純資産額 （千円） 1,935,978 1,953,748

総資産額 （千円） 2,338,893 2,355,973

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 9.59 86.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 9.14 81.13

１株当たり配当額 （円） － 15.00

自己資本比率 （％） 82.8 82.9

（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、連結会計年度に係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、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．当社は、第12期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第12期第１四半期累

計期間に係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。

５．当社は、平成25年９月15日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割

が前事業年度期首に行われたと仮定して、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額を算定しております。
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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。また、関係会社はな

く、その状況に変更はありません。
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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又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。なお、当社は

前第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較分析は行っておりま

せん。

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、４月からの消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減がみられたもの

の、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調が続いております。しかしながら、景気の動きと関係の

深い生産や輸出は足踏み状態が続いており、景気の先行きについては依然として不透明な状況にあります。

　当社の属する情報システム分野においては、内閣府月例経済報告によりますとソフトウエア投資は緩やかに増加し

ております。

　このような状況のもと、当社の製品開発面では、「システムリスクとヒューマンリスク管理ソリューションの提供

企業」として、既存製品は、主にWindows８、Windows Server2012対応のバージョンアップと品質向上に努めており

ます。既存製品のクラウド化によるクラウドサービスの提供を平成27年１月に予定しており、開発を進めておりま

す。営業施策面では、金融業界への深耕施策として地方銀行、主要信用金庫への営業活動を強化しております。その

一環として当第１四半期において株式会社しんきん情報サービス主催の「しんきんコミュニティフェア2014」にて金

融機関への導入事例を交えたセミナー講演を行うなど新規顧客開拓を積極的に進めました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間における業績は、売上高は260,770千円となりました。営業利益は46,868千

円、経常利益は46,906千円、四半期純利益は31,536千円となりました。

　なお、当社は企業や官公庁の基幹業務を担っている情報システムの運用管理、セキュリティ対策及び内部統制に資

するパッケージソフトウエア製品の開発・販売と当社製品の保守サポートサービス、製品導入に係るコンサルティン

グサービス、及び当社製品を活用したSIO常駐サービスを提供する事業を展開しております。

　参考として当第１四半期累計期間における販売実績を区分ごとに記載いたします。
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当第１四半期累計期間における区分別販売実績

 
区分の名称

当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月1日

  至　平成26年６月30日）

 

ライセンス

                   （千円）

88,946

 

 

　うちESS　REC（REC）

　　　　　　　（千円）
70,433

 

 

　うちその他ライセンス

　　　　　　　（千円）
18,513

 

保守サポートサービス

                   （千円）

135,066

 

コンサルティングサービス

                   （千円）

16,412

 

SIO常駐サービス

                   （千円）

16,693

 

その他

                   （千円）

3,650

 

       合計　    （千円）
260,770

 

（2）財政状態の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ17,079千円減少し、2,338,893千円(前事業年度末比

0.7％減)となりました。主な増減科目は、現金及び預金の増加74,267千円、売掛金の減少72,483千円、ソフトウエ

アの減少13,004千円であります。

 

（負債）

　負債合計は、前事業年度末に比べ690千円増加し、402,915千円(前事業年度末比0.2％増)となりました。主な増

減科目は、未払法人税等の減少86,626千円、前受金の増加82,866千円であります。

 

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末に比べ17,769千円減少し、1,935,978千円(前事業年度末比0.9％減)となりました。

主な増減科目は、剰余金の配当49,306千円の支払、四半期純利益の計上31,536千円によるものであります。

 

 (3）事業上及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及び財務上の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は、既存製品のクラウド化対応製品の開発に注力しており、研究開

発費用は18,475千円になりました。

　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 10,000,000

計 10,000,000

 

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26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 3,287,100 3,287,100
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権株式であ

り、株主としての権

利内容に何ら限定の

ない当社における標

準となる株式であり

ます。なお、単元株

式数は100株であり

ます。

計 3,287,100 3,287,100 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成26年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

　　　された株式数は含まれておりません。

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 3,287,100 － 489,886 － 471,886
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（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。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　当第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26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。

平成26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

3,286,600

 

32,866

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であります。

 

単元未満株式 500 － －

発行済株式総数 3,287,100 － －

総株主の議決権 － 32,866 －

 

 

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。
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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26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26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
　　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。

 

４．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
　　当四半期報告書は「企業内容等開示ガイドラインの24の４の７－６」の規定に準じて前年同四半期との対比は行っ

　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26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,889,575 1,963,843

売掛金 135,754 63,271

その他 22,724 14,582

流動資産合計 2,048,054 2,041,697

固定資産   

有形固定資産 44,728 43,053

無形固定資産 84,380 71,375

投資その他の資産 178,808 182,767

固定資産合計 307,918 297,196

資産合計 2,355,973 2,338,893

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,029 5,958

未払法人税等 100,018 13,392

前受金 221,931 304,797

その他 50,888 53,397

流動負債合計 376,867 377,545

固定負債   

資産除去債務 25,357 25,369

固定負債合計 25,357 25,369

負債合計 402,224 402,915

純資産の部   

株主資本   

資本金 489,886 489,886

資本剰余金 471,886 471,886

利益剰余金 991,976 974,206

株主資本合計 1,953,748 1,935,978

純資産合計 1,953,748 1,935,978

負債純資産合計 2,355,973 2,338,893
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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）

 
当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 260,770

売上原価 74,149

売上総利益 186,621

販売費及び一般管理費 139,753

営業利益 46,868

営業外収益  

受取利息 89

営業外収益合計 89

営業外費用  

雑損失 51

営業外費用合計 51

経常利益 46,906

税引前四半期純利益 46,906

法人税、住民税及び事業税 12,144

法人税等調整額 3,225

法人税等合計 15,369

四半期純利益 31,536
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【注記事項】

（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、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日）

減価償却費 26,290千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６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26年６月25日

定時株主総会
普通株式 49,306 15 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

　　となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社は、パッケージソフトウエアの開発販売・保守サポートサービス事業の単一セグメントであるため、セグ

メントごとの記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後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。

 
当第１四半期累計期間

（自　平成26年４月1日
至　平成26年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 9円59銭

　（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 31,536

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） 31,536

普通株式の期中平均株式数（株） 3,287,100

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 9円14銭

　（算定上の基礎）  

四半期純利益調整額（千円） －

　普通株式増加数（株） 162,425

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

－

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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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26年８月12日

エンカレッジ・テクノロジ株式会社

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 筆野　力　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 平郡　真　　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」に掲げられているエンカレッジ・

テクノロジ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第13期事業年度の第１四半期会計期間（平成26年４

月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26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、エンカレッジ・テクノロジ株式会社の平成26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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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