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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国をはじめとする先進国を中心に世界経済が緩やかな

回復基調を維持する中、消費増税による駆け込みの反動からの回復ペースが弱く、景気の低迷が持続しており

ます。個人消費においては、消費税率引き上げによる実質購買力低下による影響が現れ、消費回復は限定的と

なっているものの、企業の投資マインドは堅調で、更新や合理化、能力増強等の設備投資は持ち直し傾向が明

確化する見通しです。

 当社グループが属する情報サービス業界におきましても、金融業や製造業等で需要回復が見られるものの、

主要企業による基幹システムへの投資が一巡し、ユーザ企業の海外展開加速に伴うＩＴ投資の海外シフトが進

みつつある中、成長ペースは鈍化しております。また、ユーザ企業のトレンドがＩＴ資産の所有から利用へと

変化する中でＩＴ投資の効率化が加速する一方、システムエンジニアの確保やシステム高度化への対応におい

ても競争が激化するなど厳しい環境が続いております。

 このような状況の中で、当社グループにおきましては、金融業における保険会社向け案件、流通業における

アパレル会社向け案件、その他業種における教育事業向け案件を中心とした既存顧客からの継続案件の維持・

拡大に努め、好調なマーケットを捉えて受注拡大に注力した結果、当第２四半期連結累計期間における業績は

堅調に推移しました。

 その結果、当社グループの売上高は6,047百万円（前年同期比12.4％増）となりました。また、営業利益は

404百万円（同50.7％増）、経常利益は406百万円（同45.3％増）、四半期純利益は236百万円（同61.6％増）

となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

①資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は5,164百万円となり、前連結会計年度末に比べ121百万円減

少いたしました。これは主に、売上債権の減少201百万円、繰延税金資産の減少70百万円及び仕掛品の増加162

百万円によるものです。また、固定資産合計は1,401百万円となり、前連結会計年度末と比較して26百万円増

加いたしました。これは主に、投資有価証券が23百万円増加したことによるものです。これらの結果、総資産

は6,566百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円減少いたしました。 

②負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円減

少いたしました。これは主に、未払法人税等の減少191百万円によるものです。固定負債は324百万円となり、

前連結会計年度末に比べ18百万円増加いたしました。これらの結果、負債合計は2,058百万円となり、前連結

会計年度末に比べ173百万円減少いたしました。 

③純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は4,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ79百万円増加

いたしました。これは主に、利益剰余金の増加71百万円によるものです。この結果、自己資本比率は68.3％

（前連結会計年度末は66.2％）となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 今後の経済状況の見通しについては、情報サービス業界全体では依然として厳しい価格競争や経営環境が継

続していくことが予想されます。当第２四半期連結累計期間における業績は、金融業・流通業を中心に、新規

受注や既存ビジネスの業務範囲拡大に注力したことにより、売上高、利益とも当初発表数値（平成26年５月８

日）を上回る結果となりました。

 このような状況の中で、当社グループは引き続き主要３業種（金融業・流通業・通信業）を中心に受注拡大

を図り、品質管理体制の強化による収益性の改善を図ることで売上高・利益の確保に努めてまいります。した

がって、連結業績予想につきましては、当初発表（平成26年５月８日）の通期業績予想に変更はありません。 

 なお、上記の予想は、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。予想に内在

するさまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があ

ります。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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するとともに、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、第１四半期

連結会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ります。
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３．四半期連結財務諸表

（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 2,408,785 2,379,266 

売掛金 2,124,363 1,922,834 

有価証券 300,000 300,000 

仕掛品 142,708 305,665 

その他 310,353 257,658 

貸倒引当金 △454 △675 

流動資産合計 5,285,756 5,164,749 

固定資産    

有形固定資産 90,160 88,945 

無形固定資産 3,473 3,447 

投資その他の資産    

投資有価証券 995,019 1,018,239 

その他 285,672 290,632 

投資その他の資産合計 1,280,692 1,308,871 

固定資産合計 1,374,325 1,401,265 

資産合計 6,660,082 6,566,015 

負債の部    

流動負債    

買掛金 654,558 602,579 

短期借入金 240,000 240,000 

未払法人税等 297,444 106,185 

賞与引当金 220,170 344,965 

役員賞与引当金 36,510 24,369 

受注損失引当金 13,231 6,523 

その他 465,414 410,165 

流動負債合計 1,927,331 1,734,788 

固定負債    

役員退職慰労引当金 217,233 225,268 

退職給付に係る負債 38,263 42,229 

その他 49,862 56,625 

固定負債合計 305,358 324,123 

負債合計 2,232,690 2,058,911 

純資産の部    

株主資本    

資本金 768,978 768,978 

資本剰余金 708,018 708,033 

利益剰余金 2,927,466 2,998,775 

自己株式 △75,916 △76,065 

株主資本合計 4,328,547 4,399,721 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 50,653 62,840 

為替換算調整勘定 2,121 3,372 

退職給付に係る調整累計額 26,373 19,839 

その他の包括利益累計額合計 79,148 86,052 

少数株主持分 19,695 21,329 

純資産合計 4,427,391 4,507,103 

負債純資産合計 6,660,082 6,566,015 
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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 5,379,644 6,047,522 

売上原価 4,675,091 5,134,440 

売上総利益 704,552 913,081 

販売費及び一般管理費    

役員賞与引当金繰入額 10,027 24,236 

賞与引当金繰入額 21,500 27,285 

退職給付費用 7,229 7,573 

役員退職慰労引当金繰入額 7,787 8,035 

その他 389,447 441,291 

販売費及び一般管理費合計 435,991 508,422 

営業利益 268,561 404,659 

営業外収益    

受取利息 4,921 6,183 

受取配当金 2,458 3,177 

保険解約返戻金 6,948 - 

その他 3,396 5,505 

営業外収益合計 17,724 14,866 

営業外費用    

支払利息 1,367 1,219 

支払手数料 2,209 2,206 

会員権評価損 - 9,431 

その他 3,039 260 

営業外費用合計 6,616 13,118 

経常利益 279,669 406,407 

税金等調整前四半期純利益 279,669 406,407 

法人税等 132,323 168,445 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,346 237,961 

少数株主利益 1,115 1,662 

四半期純利益 146,230 236,298 
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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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,346 237,961 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 19,720 12,186 

為替換算調整勘定 2,168 1,314 

退職給付に係る調整額 - △6,326 

その他の包括利益合計 21,889 7,175 

四半期包括利益 169,236 245,136 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 168,063 243,202 

少数株主に係る四半期包括利益 1,172 1,934 
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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 279,669 406,407 

減価償却費 10,898 12,013 

引当金の増減額（△は減少） 57,331 113,862 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △5,800 

受取利息及び受取配当金 △7,379 △9,361 

支払利息 1,367 1,219 

投資有価証券評価損（△は戻入益） 1,113 △116 

会員権評価損 - 9,431 

売上債権の増減額（△は増加） △218,544 202,326 

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,369 △162,909 

仕入債務の増減額（△は減少） 100,941 △52,792 

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,221 55,283 

その他 △54,465 △120,132 

小計 102,340 449,432 

利息及び配当金の受取額 7,277 9,567 

利息の支払額 △1,356 △1,200 

法人税等の支払額 △183,322 △290,290 

法人税等の還付額 2 - 

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,058 167,508 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入 - 50,000 

有価証券の取得による支出 △100,000 - 

有価証券の償還による収入 300,000 - 

有形固定資産の取得による支出 △1,851 △14,447 

投資有価証券の取得による支出 △403,951 △4,410 

会員権の取得による支出 - △10,575 

その他 3,328 △2,461 

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,474 18,104 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出 △20,000 - 

自己株式の増減額（△は増加） △319 △134 

配当金の支払額 △164,436 △165,299 

少数株主への配当金の支払額 △200 △172 

リース債務の返済による支出 △1,772 △1,869 

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,729 △167,475 

現金及び現金同等物に係る換算差額 39 2,343 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △464,223 20,481 

現金及び現金同等物の期首残高 2,382,991 2,338,785 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,918,768 2,359,266 
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。

 

（重要な後発事象）

 株式分割について

  平成26年９月３日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

 

  １．株式分割の目的

    当社株式の流動性の向上ならびに投資家層の拡大を図ることを目的としております。

 

  ２．株式分割の概要

   （１）分割の方法

      平成26年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１株につき２株の割合

     をもって分割します。

   （２）分割により増加する株式数

      株式分割前の発行済株式総数     7,639,920株

      今回の分割により増加する株式数   7,639,920株

      株式分割後の発行済株式総数     15,279,840株

      株式分割後の発行可能株式総数    22,364,000株

   （３）分割の日程

      基準日公告日    平成26年９月12日

      基準日       平成26年９月30日

      効力発生日     平成26年10月１日

 

  ３．１株当たり情報に及ぼす影響

   当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであり

  ます。

 
前連結累計年度

（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

１株当たり当期純利益金額 9.75円 15.75円

   なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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