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(百万円未満四捨五入)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 22,742 2.1 1,944 △4.6 1,967 △3.0 1,255 △4.2

2020年３月期第２四半期 22,279 8.8 2,039 26.1 2,028 26.4 1,311 21.9
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 1,383百万円( △10.6％) 2020年３月期第２四半期 1,547百万円( 37.1％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第２四半期 159.86 ―

2020年３月期第２四半期 166.89 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期第２四半期 33,761 18,998 54.4 2,339.04

2020年３月期 33,864 18,597 53.1 2,288.72
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 18,367百万円 2020年３月期 17,972百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 ― 0.00 ― 120.00 120.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 100.00 100.00
　

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

2021年３月期の配当予想は、本四半期決算短信にて初めて開示するものです。

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 46,000 △4.1 3,770 △21.5 3,800 △20.9 2,400 △24.6 305.63
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

2021年３月期の連結業績予想は、本四半期決算短信にて初めて開示するものです。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

(注) 税金費用の計算は見積りに基づく方法によっております。詳細は、添付資料P7「２．四半期連結財務諸表及び
主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご
覧下さい。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 7,853,000株 2020年３月期 7,853,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 490株 2020年３月期 490株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 7,852,510株 2020年３月期２Ｑ 7,852,595株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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（2020年４月１日から2020年９月30日まで）における我が国経済は、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の影響から持ち直しの動きがみられるものの、企業収益の大幅な減少が続くなど依然として厳し

い状況にあります。情報サービス業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとしたテレワ

ーク環境の整備などの需要増があるものの、これまで堅調に推移してきた企業の情報システム投資の景気後退に伴

なう影響などもあり、業界内で様々な状況が入り混じっております。

　このような先行き不透明な事業環境ではありますが、当社グループは中期経営計画（2018年度～2020年度）の最

終年度として、主要課題である「JFEスチール製鉄所システムリフレッシュの遂行」、「ソリューション事業の拡

大」、「基盤サービス事業の拡大」を推進するとともに、一般顧客向けの基幹事業である製造、金融業界向け事業

や自社プロダクト事業の強化に取り組みました。

　これらの施策の推進にあたっては、４月の政府による緊急事態宣言の発令を受けて、在宅勤務を導入し、従業員

の感染リスクの低減と事業の継続を両立してまいりました。

　当第２四半期連結累計期間の営業成績につきましては、基盤サービス事業の拡大などにより連結売上高は前年同

四半期比462百万円（2.1%）増の22,742百万円となりました。一方、営業利益はシステム開発案件の構成変化に起

因する生産性低下等の影響で、前年同四半期比95百万円（△4.6%）減の1,944百万円、経常利益は前年同四半期比

61百万円（△3.0%）減の1,967百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比

55百万円（△4.2%）減の1,255百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比102百万円減の33,761百万円となりまし

た。このうち流動資産は、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少等があるものの預け金の増加がそれを

上回ったこと等により、前連結会計年度末比461百万円増の23,161百万円となりました。また、固定資産は、減価償

却の進行等により、前連結会計年度末比563百万円減の10,600百万円となりました。

　一方負債合計は、買掛金の減少等により、前連結会計年度末比503百万円減の14,763百万円となりました。

　純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1,255百万円計上する一方、剰余金の配当を942百万円行っ

たこと等により、前連結会計年度末比401百万円増の18,998百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績見通しは、これまで合理的な算定が困難であったため予想値の公表を見送っておりまし

たが、当第２四半期の連結経営成績が確定し、現時点の状況をもとに業績予想の開示が可能となったことから、以

下の通り開示いたします。連結業績予想の概要としましては、基盤サービス事業は増収を確保するものの、鉄鋼向

け及び一般顧客向けの売上減の影響が大きく、前連結会計年度より減収減益となる見通しです。

　また、剰余金の配当につきましては、配当性向30%を目安に財政状態、利益水準等を総合的に勘案して決定する

という従来からの基本方針をもとに、2021年３月期の連結業績見通しを踏まえ、当期の期末配当につきましては、

１株につき100円を予想しております。

　 ＜2021年３月期通期連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）＞

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属

する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

― ― ― ― ―

今回修正予想（Ｂ） 46,000 3,770 3,800 2,400 305.63

増減額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ―

増減率（％） ― ― ― ―

(参考)前期実績(2020年３月期) 47,953 4,803 4,803 3,181 405.09

なお、文中における将来に関する記述は、本資料の発表日（2020年10月28日）において入手可能な情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 314,503 269,578

受取手形及び売掛金 9,097,915 7,596,244

商品 63,699 23,406

仕掛品 1,060,781 1,238,495

貯蔵品 4,937 4,871

預け金 10,810,000 12,640,000

その他 1,349,861 1,389,195

貸倒引当金 △1,928 △1,000

流動資産合計 22,699,768 23,160,787

固定資産

有形固定資産 3,656,626 3,363,013

無形固定資産

のれん 808,866 763,685

その他 2,821,391 2,613,371

無形固定資産合計 3,630,257 3,377,056

投資その他の資産

その他 3,894,678 3,877,712

貸倒引当金 △17,714 △17,340

投資その他の資産合計 3,876,964 3,860,373

固定資産合計 11,163,847 10,600,442

資産合計 33,863,615 33,761,229
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,032,557 1,567,380

未払法人税等 764,416 764,461

その他 6,402,733 6,565,803

流動負債合計 9,199,705 8,897,644

固定負債

退職給付に係る負債 3,810,971 3,920,696

その他 2,255,440 1,944,482

固定負債合計 6,066,411 5,865,178

負債合計 15,266,117 14,762,822

純資産の部

株主資本

資本金 1,390,957 1,390,957

資本剰余金 1,959,444 1,959,444

利益剰余金 14,208,229 14,521,248

自己株式 △966 △966

株主資本合計 17,557,664 17,870,683

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 423,839 496,891

退職給付に係る調整累計額 △9,269 △263

その他の包括利益累計額合計 414,570 496,629

非支配株主持分 625,265 631,095

純資産合計 18,597,498 18,998,406

負債純資産合計 33,863,615 33,761,229
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 22,279,378 22,741,739

売上原価 17,401,620 17,898,718

売上総利益 4,877,757 4,843,021

販売費及び一般管理費 2,839,176 2,899,034

営業利益 2,038,582 1,943,987

営業外収益

受取利息 2,778 3,578

受取配当金 7,436 10,441

受取手数料 3,380 3,361

違約金収入 ― 8,108

その他 866 556

営業外収益合計 14,460 26,045

営業外費用

支払利息 2,062 1,850

遊休資産諸費用 21,637 ―

固定資産除却損 61 736

その他 1,065 159

営業外費用合計 24,826 2,744

経常利益 2,028,216 1,967,287

税金等調整前四半期純利益 2,028,216 1,967,287

法人税等 668,345 666,148

四半期純利益 1,359,870 1,301,139

非支配株主に帰属する四半期純利益 49,361 45,819

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,310,510 1,255,320
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,359,870 1,301,139

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 165,203 73,143

退職給付に係る調整額 21,980 9,007

その他の包括利益合計 187,183 82,150

四半期包括利益 1,547,053 1,383,289

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,497,798 1,337,379

非支配株主に係る四半期包括利益 49,255 45,910
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（３）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

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。


