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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51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期連結

累計期間
第51期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （千円） 4,033,951 4,116,071 17,913,405

経常利益 （千円） 354,821 371,462 2,015,244

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 238,956 249,143 1,362,627

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 221,488 277,329 1,385,288

純資産額 （千円） 10,255,615 11,476,931 11,419,149

総資産額 （千円） 15,631,800 16,984,294 16,867,339

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 63.13 65.82 359.98

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 （％） 65.6 67.6 67.7

　（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１四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１四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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結

会計年度との比較・分析を行っております。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続き、個人消費・設備投資も持ち

直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。海外においては、米国政権の貿易政策動向

への懸念等により、依然として先行きが不透明な状況で推移しました。

当社グループの属する情報サービス業界においては、企業のＩＴ投資は増加傾向で推移しました。一方で、技術

者の不足感は強く、人材確保の面では厳しい状況が続いております。

こうした状況の中、当社グループは、2020年３月期を最終年度とする中期経営計画「Smile（スマイル）2020」

を策定し、ＩＴを駆使した顧客の商品・サービスの競争力強化のためのソリューションの提案や顧客企業の事業展

開に合わせたスピード開発等を従来以上に推進しております。

このような取組みの結果、当第１四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ.財政状態

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金並びに仕掛品の増加、受取手形及び売掛金の減

少等により、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し11,677百万円となりました。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111百万円増加し5,307百万円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、16,984百万円となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、短期借入金及び未払金の増加、未払法人税等及び賞与引当金

の減少等により、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し2,528百万円となりました。固定負債は退職給付に係る

負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ22百万円増加し2,979百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ59百万円増加し、5,507百万円となりました。

（純資産）

当第１四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57百万円増加し11,476百万円となりました。

この結果、自己資本比率は67.6％（前連結会計年度末は67.7％）となりました。

 

b.経営成績

各事業において安定した売上・利益を確保し、売上高は4,116百万円（前年同四半期比2.0％増）、営業利益は

333百万円（同3.6％増）、経常利益は371百万円（同4.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は249百万円

（同4.3％増）となりました。
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セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①エンベデッドソリューション事業

当事業では、社会インフラ、ＦＡ・装置制御、メディカルシステム等の分野の売上が増加しました。この結

果、売上高は606百万円（前年同四半期比12.9％増）、営業利益は7百万円（前年同四半期は10百万円の営業損

失）となりました。

②ＩＣＴイノベーション事業

当事業では、企業システム、社会インフラ等の分野の売上・利益が増加しました。この結果、売上高は854百

万円（同5.8％増）、営業利益は47百万円（同0.5％増）となりました。

③フィナンシャルシステム事業

当事業では、情報・サービス、官公庁・団体等の分野の売上が増加しました。この結果、売上高は1,043百万

円（同0.4％増）となりました。一方で生保・損保分野の一部で利益率が低下し、営業利益は157百万円（同

8.7％減）となりました。

④ネットワークソリューション事業

当事業では、運輸・通信分野の売上が増加したものの、金融・保険業、情報処理業等の分野の売上が減少しま

した。この結果、売上高は1,236百万円（同1.3％減）となりました。一方で生産性向上が進んだことにより、営

業利益は97百万円（同9.6％増）となりました。

⑤その他

その他には、データソリューション事業、プロダクト事業、人材派遣事業を分類しております。

このうち、データソリューション事業、人材派遣事業の売上が減少しました。この結果、売上高は374百万円

（同5.6％減）となりました。一方で生産性改善により、営業利益は24百万円（同9.3％増）となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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。

 

(3）研究開発活動

当第１四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１四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。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

EDINET提出書類

株式会社エヌアイデイ(E05322)

四半期報告書

 4/15



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１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10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】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

②【その他の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）【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30年４月１日～

　平成30年６月30日
－ 4,369,830 － 653,352 － 488,675

 

（５）【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。

　なお、平成30年８月３日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社光通信及びその

共同保有者である株式会社インフォサービスが、平成30年７月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載

されているものの、当社として当第１四半期会計期間末日現在における実質所有株式数の確認ができておりま

せん。

当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）
株券等保有割
合（％）

株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 205,700 4.71

株式会社インフォサービス 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 12,900 0.30

計 － 218,600 5.00

 

（６）【議決権の状況】

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30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。

EDINET提出書類

株式会社エヌアイデイ(E05322)

四半期報告書

 5/15



①【発行済株式】

平成30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   584,500 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,782,300 37,823 同上

単元未満株式 普通株式     3,030 － －

発行済株式総数 4,369,830 － －

総株主の議決権 － 37,823 －

 

②【自己株式等】

平成30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(％)

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
584,500 － 584,500 13.38

計 － 584,500 － 584,500 13.38

 

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１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６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30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,002,220 8,491,940

受取手形及び売掛金 3,264,291 2,520,914

有価証券 200,000 200,000

仕掛品 106,438 381,357

その他 98,436 82,832

流動資産合計 11,671,385 11,677,043

固定資産   

有形固定資産 295,933 292,031

無形固定資産 107,814 101,725

投資その他の資産   

投資有価証券 3,396,182 3,503,691

繰延税金資産 964,356 952,240

差入保証金 306,197 329,682

その他 125,469 127,879

投資その他の資産合計 4,792,206 4,913,493

固定資産合計 5,195,954 5,307,250

資産合計 16,867,339 16,984,294

負債の部   

流動負債   

買掛金 446,529 409,161

短期借入金 － 360,000

未払金 344,550 464,275

未払法人税等 374,689 139,247

賞与引当金 892,144 461,802

資産除去債務 － 3,148

その他 433,037 690,428

流動負債合計 2,490,950 2,528,063

固定負債   

退職給付に係る負債 2,300,010 2,337,406

役員退職慰労引当金 596,900 604,312

資産除去債務 40,537 37,581

その他 19,791 －

固定負債合計 2,957,239 2,979,299

負債合計 5,448,190 5,507,362

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 11,056,396 11,085,993

自己株式 △1,227,211 △1,227,211

株主資本合計 10,971,212 11,000,808

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 437,721 466,720

退職給付に係る調整累計額 10,215 9,402

その他の包括利益累計額合計 447,936 476,122

純資産合計 11,419,149 11,476,931

負債純資産合計 16,867,339 16,984,294
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 ※ 4,033,951 ※ 4,116,071

売上原価 3,219,025 3,283,011

売上総利益 814,925 833,060

販売費及び一般管理費 492,786 499,188

営業利益 322,139 333,871

営業外収益   

受取利息 1,250 1,250

受取配当金 24,406 29,942

投資有価証券売却益 4,060 －

助成金収入 － 5,886

その他 4,254 4,296

営業外収益合計 33,970 41,375

営業外費用   

支払利息 425 402

租税公課 700 1,715

投資事業組合管理料 － 1,611

その他 163 57

営業外費用合計 1,288 3,785

経常利益 354,821 371,462

特別損失   

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 354,821 371,462

法人税等 115,865 122,318

四半期純利益 238,956 249,143

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 238,956 249,143

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,510 28,999

退職給付に係る調整額 △956 △813

その他の包括利益合計 △17,467 28,186

四半期包括利益 221,488 277,329

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 221,488 277,329

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（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１四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。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　前第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日　至 平成29年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成30年４月１日　至 平成30年６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は売上高が

低くなっております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く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１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 21,448千円 21,515千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年６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29年６月27日

定時株主総会
普通株式 219,551千円 58円  平成29年３月31日  平成29年６月28日 利益剰余金

(注) １株当たり配当額58円には、創立50周年記念配当５円を含んでおります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年６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30年６月27日

定時株主総会
普通株式 219,546千円 58円  平成30年３月31日  平成30年６月28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１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６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
 

エンベデッド
ソリューショ
ン事業

ＩＣＴイノ
ベーション事
業

フィナンシャ
ルシステム事
業

ネットワーク
ソリューショ
ン事業

その他

売上高       

外部顧客への売上高 537,429 808,096 1,038,551 1,253,295 396,577 4,033,951

セグメント間の内部
売上高又は振替高

35,739 33,290 68,875 10,785 187,586 336,277

計 573,169 841,386 1,107,427 1,264,080 584,164 4,370,229

セグメント利益又は損

失（△）
△10,224 46,934 172,424 88,824 22,826 320,784

 

 

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 320,784

セグメント間取引消去 1,315

全社費用（注） 10,702

棚卸資産の調整額 △10,662

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 322,139

（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１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年６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
 

エンベデッド
ソリューショ
ン事業

ＩＣＴイノ
ベーション事
業

フィナンシャ
ルシステム事
業

ネットワーク
ソリューショ
ン事業

その他

売上高       

外部顧客への売上高 606,958 854,751 1,043,182 1,236,879 374,298 4,116,071

セグメント間の内部
売上高又は振替高

37,989 18,851 79,878 21,402 168,368 326,489

計 644,948 873,602 1,123,061 1,258,282 542,667 4,442,561

セグメント利益 7,913 47,165 157,393 97,337 24,943 334,752

 

 

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 334,752

セグメント間取引消去 1,326

全社費用（注） 1,284

棚卸資産の調整額 △3,490

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 333,871

（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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（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１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 63円13銭 65円82銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 238,956 249,143

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額（千円）
238,956 249,143

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。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月10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30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６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30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１四半期連結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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