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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47期

第２四半期連結
累計期間

第48期
第２四半期連結

累計期間
第47期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９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） 7,638,008 7,775,830 16,119,498

経常利益 （千円） 655,405 711,544 1,500,287

四半期（当期）純利益 （千円） 178,768 422,737 646,785

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 164,495 536,594 609,007

純資産額 （千円） 6,923,891 7,819,833 7,386,781

総資産額 （千円） 11,633,667 12,635,943 12,204,957

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 47.22 111.67 170.86

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 （％） 59.5 61.9 60.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 575,197 388,257 1,154,998

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △289,412 △340,167 △320,237

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △174,599 △172,208 △176,740

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 5,482,651 5,905,367 6,029,485

 

回次
第47期

第２四半期連結
会計期間

第48期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 64.13 60.08

　（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、消費税等は含んでおりません。

３．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）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、主要な関係会社における異動もありません。
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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、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策により、円安・株高傾向が継

続し、企業収益に改善が見られるなど緩やかな回復基調が続いております。しかしながら消費税率引き上げの影響

や、中国やその他新興国経済の景気減速等の懸念もあり、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス業界においては、景況感の改善にともない、ＩＴ投資は緩やかな回復基調に

ありますが、市場競争は激しく、依然として厳しい状況で推移しております。

こうした状況の中、当社グループは、通信システム事業、情報システム事業、ネットワークソリューション事

業、データエントリー事業の基幹４事業の持続的成長と拡大を目指し、ＩＴの進化や市場の変化に柔軟に対応し、

市場成長が見込まれる分野に注力するとともに、各事業間で有機的な連携を図りながら、顧客満足度が最大となる

ようなサービスの提供に取り組みました。また、これら基幹事業に加えて、ＩＴを取り巻く急速な環境の変化に的

確に対応するために、オープンイノベーションを継続的に推進し、他社とのアライアンスを含めたＩＴの新たな活

用方法や価値の高いサービス等、独自のプロダクトやソリューションの創出を目指しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、通信システム事業の受注が、厳しい状況にあった

前期に比べ改善したことや、ネットワークソリューション事業、情報システム事業の受注が前期から引き続き堅調

に推移したこと等により、売上高7,775百万円（対前年同四半期比1.8％増）、営業利益677百万円（同4.0％増）、

経常利益711百万円（同8.6％増）となりました。また、上記に加えて特別損失が減少したこと等により、四半期純

利益422百万円（同136.5％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。

 

①通信システム事業

当事業では、モバイル関連の受注が減少しましたが、カーエレクトロニクス関連や医療関連の受注は増加しまし

た。この結果、売上高は1,685百万円（対前年同四半期比8.4％増）、営業利益82百万円（同113.7％増）となりま

した。

②情報システム事業

当事業では、生損保、共済関連の主要顧客からの受注が前期に引き続き堅調に推移しました。この結果、売上高

は1,915百万円（同0.2％減）、営業利益306百万円（同2.2％増）となりました。

③ネットワークソリューション事業

当事業では、運輸業や生損保等の主要顧客からの受注が増加しました。この結果、売上高は2,400百万円（同

3.9％増）、営業利益178百万円（同16.0％増）となりました。

④NID・IS

当事業では、システム開発では製造業関連の受注が減少しました。データエントリーでは電力関連の受注が減少

しました。この結果、売上高は1,210百万円（同8.7％減）、営業利益76百万円（同30.7％減）となりました。

⑤NID・IE

当事業では、生損保関連の主要顧客からの受注が減少したことにより、売上高は303百万円（同12.5％減）とな

りました。一方、利益面ではコスト削減に努めたことにより、営業利益は16百万円（同35.8％増）となりました。

⑥NID東北

当事業では、抑制傾向が続いていた電力関連の主要顧客からの受注が増加したことにより、売上高は260百万円

（同44.2％増）となりました。一方、利益面では一部不採算案件が発生したことにより、営業利益は3百万円（同

73.0％減）となりました。
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(2）財政状態の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金の減少、有価証券及び仕掛品の増加等により、

前連結会計年度末に比べ93百万円増加し9,091百万円となりました。固定資産は投資有価証券の増加等により、前

連結会計年度末に比べ337百万円増加し3,544百万円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ430百万円増加し、12,635百万円となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、未払金の減少、その他流動負債の増加等により、前連結会計

年度末に比べ63百万円増加し2,199百万円となりました。固定負債は退職給付に係る負債の減少等により、前連結

会計年度末に比べ65百万円減少し2,616百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ2百万円減少し、4,816百万円となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等により、前

連結会計年度末に比べ433百万円増加し、7,819百万円となりました。

この結果、自己資本比率は61.9％（前連結会計年度末は60.5％）となりました。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

124百万円減少し、5,905百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は388百万円（前年同四半期は575百万円の増加）となりました。これは主に、たな

卸資産の増加額等の支出要因を税金等調整前四半期純利益等の収入要因が上回ったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は340百万円（前年同四半期は289百万円の減少）となりました。これは主に、投資

有価証券の取得による支出等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は172百万円（前年同四半期は174百万円の減少）となりました。これは主に、配当

金の支払額等によるものです。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は5百万円であります。

　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。
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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 17,479,320

計 17,479,320

 

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26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月13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 4,369,830 4,369,830

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 4,369,830 4,369,830 － －

 

（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７月１日～

　平成26年９月30日
－ 4,369,830 － 653,352 － 488,675
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

小森　俊太郎 東京都中央区 6,289 14.39

株式会社エヌアイデイ 千葉県香取市玉造3-1-5 5,842 13.37

小森　孝一 千葉県香取市 5,492 12.56

エヌアイデイ従業員持株会
東京都中央区晴海1-8-10　晴海アイランド

トリトンスクエアＸ棟29階
4,076 9.32

株式会社クリエートトニーワン 千葉県香取市佐原イ531 2,337 5.34

小澤　忍 千葉県千葉市中央区 1,500 3.43

鈴木　清司 東京都渋谷区 1,019 2.33

一般財団法人小森文化財団 千葉県香取市北3-2-28 1,000 2.28

馬場　常雄 千葉県船橋市 718 1.64

菅井　源太郎 千葉県香取市 712 1.63

計 － 28,990 66.34
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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） 普通株式　　　584,200 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　　3,783,100 37,831 同上

単元未満株式 普通株式　　　　2,530 － －

発行済株式総数 4,369,830 － －

総株主の議決権 － 37,831 －

 

②【自己株式等】

平成26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
式数の割合(％)

株式会社エヌアイデイ
千葉県香取市玉造三丁目１

番５号
584,200 － 584,200 13.37

計 － 584,200 － 584,200 13.37

 

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26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新宿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26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,090,723 5,866,532

受取手形及び売掛金 2,161,064 2,129,550

有価証券 1,040 101,051

仕掛品 177,820 468,538

繰延税金資産 382,838 384,307

その他 184,829 141,792

流動資産合計 8,998,317 9,091,772

固定資産   

有形固定資産 242,189 237,770

無形固定資産 152,526 131,490

投資その他の資産   

投資有価証券 1,660,171 2,131,817

繰延税金資産 803,623 702,335

差入保証金 257,822 248,995

その他 90,307 91,760

投資その他の資産合計 2,811,924 3,174,909

固定資産合計 3,206,640 3,544,170

資産合計 12,204,957 12,635,943

負債の部   

流動負債   

買掛金 346,744 349,692

未払金 366,397 268,411

未払法人税等 253,701 260,412

賞与引当金 864,191 867,459

その他 305,180 453,986

流動負債合計 2,136,215 2,199,960

固定負債   

退職給付に係る負債 2,161,036 2,091,847

役員退職慰労引当金 439,300 451,550

資産除去債務 36,969 37,173

その他 44,654 35,577

固定負債合計 2,681,960 2,616,148

負債合計 4,818,176 4,816,109

純資産の部   

株主資本   

資本金 653,352 653,352

資本剰余金 488,675 488,675

利益剰余金 7,295,103 7,614,297

自己株式 △1,226,430 △1,226,430

株主資本合計 7,210,700 7,529,894

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 157,703 274,951

退職給付に係る調整累計額 18,377 14,987

その他の包括利益累計額合計 176,081 289,938

純資産合計 7,386,781 7,819,833

負債純資産合計 12,204,957 12,635,943
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 ※２ 7,638,008 ※２ 7,775,830

売上原価 6,107,501 6,217,468

売上総利益 1,530,506 1,558,361

販売費及び一般管理費 ※１ 878,985 ※１ 880,706

営業利益 651,521 677,654

営業外収益   

受取利息 37 45

受取配当金 16,759 25,570

投資有価証券売却益 － 548

助成金収入 3,003 16,768

その他 7,490 17,643

営業外収益合計 27,290 60,575

営業外費用   

支払利息 671 685

投資有価証券売却損 － 457

持分法による投資損失 11,165 17,782

出資金運用損 9,980 －

その他 1,588 7,760

営業外費用合計 23,405 26,686

経常利益 655,405 711,544

特別利益   

投資有価証券売却益 26,517 －

差入保証金等返還益 38,679 －

その他 － 29

特別利益合計 65,196 29

特別損失   

退職給付費用 － 847

特別退職金 － 25,884

事務所移転費用 － 10,291

契約解除損失 436,492 －

その他 17 1,108

特別損失合計 436,509 38,131

税金等調整前四半期純利益 284,092 673,442

法人税等 105,323 250,705

少数株主損益調整前四半期純利益 178,768 422,737

四半期純利益 178,768 422,737

少数株主損益調整前四半期純利益 178,768 422,737

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,272 117,248

退職給付に係る調整額 － △3,390

その他の包括利益合計 △14,272 113,857

四半期包括利益 164,495 536,594

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 164,495 536,594

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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 284,092 673,442

減価償却費 82,489 57,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,121 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 29,344

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,125 12,250

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,488 3,268

受取利息及び受取配当金 △16,796 △25,615

支払利息 671 685

持分法による投資損益（△は益） 11,165 17,782

投資有価証券売却損益（△は益） △26,517 △90

売上債権の増減額（△は増加） 630,239 28,097

たな卸資産の増減額（△は増加） △180,572 △281,554

その他の流動資産の増減額（△は増加） △27,279 51,551

その他の固定資産の増減額（△は増加） 13 11,382

仕入債務の増減額（△は減少） △50,993 2,947

未払金の増減額（△は減少） △106,720 △104,095

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,197 112,706

その他の流動負債の増減額（△は減少） 36,785 26,590

その他 10,536 △8,594

小計 722,650 607,565

利息及び配当金の受取額 16,796 25,615

利息の支払額 △671 △685

法人税等の支払額 △163,577 △244,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 575,197 388,257

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △306,661 △327,618

投資有価証券の売却及び償還による収入 74,796 11,765

有形固定資産の取得による支出 △31,484 △17,919

有形固定資産の売却による収入 19 30

無形固定資産の取得による支出 △26,809 △17,649

差入保証金の差入による支出 △45 △3,142

差入保証金の回収による収入 48 －

投資事業組合からの分配による収入 3,439 17,370

その他 △2,714 △3,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △289,412 △340,167

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 410,000 410,000

短期借入金の返済による支出 △410,000 △410,000

配当金の支払額 △171,066 △170,005

その他 △3,533 △2,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,599 △172,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111,185 △124,118

現金及び現金同等物の期首残高 5,371,465 6,029,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,482,651 ※ 5,905,367
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期

間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が103,801千円減少し、利益剰余金が

66,806千円増加しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微であります。

 

（税金費用の計算方法の変更）

　税金費用については、前連結会計年度の四半期決算において年度決算と同様な方法により計算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、年度決算で見込まれ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に変更しております。

　この変更は、当社及び連結子会社の四半期決算業務の一層の効率化を図り、四半期決算における迅速性に対応

するためであります。

　なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（会計上の見積りの変更）

（退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）

　第１四半期連結会計期間より、連結子会社において、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更して

おります。

　この変更は、より合理的な数理計算による退職給付債務の算定を行うことにより、適切な引当金の計上及び期

間損益の適正化を図るためであります。

　この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間の期首における簡便法と原則法により計算した退職給付債務の差

額847千円を退職給付費用として特別損失に計上するとともに、税金等調整前四半期純利益が同額減少し、退職

給付に係る負債が同額増加しております。

 

（四半期特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しております。

　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。
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（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※１　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25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

役員報酬 172,944 千円 183,240 千円

給料手当 235,231 228,544

賞与引当金繰入額 76,643 75,260

退職給付費用 12,225 12,384

役員退職慰労引当金繰入額 15,125 12,250

 

※２　前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

当社グループでは、システム開発事業において、売上高の計上の基準となる検収が第２四半期連結会計期間及び第４

四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、第１四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間と比べ売上高が

高くなっております。

 

（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下記のとおり

であります。

 
前第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）

 
 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

 
 

現金及び預金勘定 5,543,974 千円 5,866,532 千円

有価証券 1,040  101,051  

預入期間が３か月を超える定期預金 △61,200  △61,204  

別段預金 △1,163  △1,012  

現金及び現金同等物 5,482,651  5,905,367  

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式  170,351千円    45円  平成25年３月31日  平成25年６月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

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  170,349千円    45円  平成26年３月31日  平成26年６月26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
 

通信システ
ム事業

情報システ
ム事業

ネットワー
クソリュー
ション事業

NID・IS NID・IE NID東北

売上高        

外部顧客への売上高 1,554,956 1,919,226 2,309,960 1,326,179 347,239 180,446 7,638,008

セグメント間の内部
売上高又は振替高

33,032 4,781 14,731 204,664 314,782 123,366 695,357

計 1,587,988 1,924,008 2,324,692 1,530,843 662,021 303,812 8,333,366

セグメント利益 38,659 300,064 154,252 110,485 12,494 12,218 628,176

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 628,176  

セグメント間取引消去 2,042  

全社費用（注） 23,518  

その他 △2,215  

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 651,521  

（注）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。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９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

      （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 

通信システ
ム事業

情報システ
ム事業

ネットワー
クソリュー
ション事業

NID・IS NID・IE NID東北

売上高        

外部顧客への売上高 1,685,894 1,915,023 2,400,277 1,210,621 303,743 260,270 7,775,830

セグメント間の内部
売上高又は振替高

34,088 11,823 11,885 206,205 307,945 84,604 656,552

計 1,719,982 1,926,846 2,412,162 1,416,826 611,689 344,875 8,432,382

セグメント利益 82,617 306,538 178,889 76,559 16,965 3,301 664,871

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 664,871  

セグメント間取引消去 2,132  

全社費用（注） 11,878  

その他 △1,228  

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 677,654  

（注）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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更

したことに伴い、報告セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。当該変更が

当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 47円22銭 111円67銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 178,768 422,737

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） 178,768 422,737

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,785 3,785

（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。

 

（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。

 

EDINET提出書類

株式会社エヌアイデイ(E05322)

四半期報告書

17/18



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月13日

株式会社エヌアイデイ

取締役会　御中

 

新宿監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　信行　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　修介　　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エヌア

イデイの平成26年４月１日から平成27年３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26年７月１日から

平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社エヌアイデイ及び連結子会社の平成26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．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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