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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、企業業績や雇用情勢も上向きつつあるものの、輸出関連企業

など一部に留まっており、全体としては慎重な業況判断が続いております。また、株価が堅調に推移する一方、消

費税増税の影響が長引き、更に円安に伴う食品等生活必需品の価格上昇もあり、個人消費は当初見込まれていた以

上に回復までに時間を要しております。

 このような状況下、当社はグループを挙げてお客様との関係強化及び取引の深耕を図っております。これまで積

み重ねた経験と高い技術力を活かし、事業展開に合わせたデータベース利用技術の開発やコンピューターによる予

測実験及び解析といった専門性の高い領域でのシステム構築等、お客様それぞれのニーズにきめ細やかに対応して

参りました。

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、引き続きCAD関連が堅調に推移したことから、売上高が

22,577百万円（前年同期比1.7％増）となりました。営業利益につきましては、コスト削減に継続して取り組んだ

ことなどにより1,447百万円（同4.9％増）となりました。経常利益につきましては、受取利息及び受取配当金が増

加したことから1,625百万円（同6.3％増）、四半期純利益は営業利益及び経常利益が増益となったことにより

1,050百万円（同12.2％増）となりました。

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。

 PLM事業につきましては、前年同期に計上した大型案件の反動はあったものの、主要顧客である自動車業界を中

心に開発強化等を目的とした投資意欲は底堅く、その需要の取り込みに注力した結果、外部顧客への売上高が

21,502百万円（前年同期比1.4％増）、セグメント利益は1,376百万円（同4.3％増）となりました。

 連結子会社である㈱ジーダットが中心となって行うEDA事業につきましては、高性能パネル、パワーデバイス、

イメージセンサー等の好調分野に対する積極的な拡販に加え、半導体の受託開発・EDAアウトソーシングといった

新規事業が寄与し、外部顧客への売上高が1,075百万円（前年同期比7.0％増）、セグメント利益は70百万円（同

18.9％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計及び負債純資産合計は、以下の要因により、前連結会計年度末に

比べ321百万円増加し、26,958百万円となりました。

（資産）

 流動資産は、現金及び預金が868百万円増加、受取手形及び売掛金が920百万円減少、仕掛品が95百万円増加した

ことなどにより、前連結会計年度末比29百万円増の15,989百万円となりました。

 固定資産は、有形固定資産が4百万円増加、無形固定資産が28百万円増加、投資その他の資産のうち、投資有価

証券が478百万円増加、長期預金が200百万円減少、その他が19百万円減少したことにより、前連結会計年度末比

292百万円増の10,969百万円となりました。

（負債）

 流動負債は、買掛金が741百万円減少、未払法人税等が295百万円減少、賞与引当金が191百万円減少、役員賞与

引当金が5百万円減少、その他が385百万円増加したことにより、前連結会計年度末比848百万円減の5,694百万円と

なりました。

 固定負債は、退職給付に係る負債が113百万円増加、その他が82百万円増加したことにより、前連結会計年度末

比196百万円増の1,872百万円となりました。

 この結果、負債合計は前連結会計年度末比652百万円減の7,566百万円となりました。

（純資産）

 純資産は、資本金及び資本剰余金がそれぞれ88百万円増加、利益剰余金が433百万円増加、その他有価証券評価

差額金が306百万円増加、新株予約権が35百万円減少、少数株主持分が64百万円増加したことなどにより、前連結

会計年度末比973百万円増の19,392百万円となりました。

②キャッシュ・フローについて

 当第３四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、営業活動により得られた

資金1,205百万円、投資活動により得られた資金112百万円、財務活動により使用した資金463百万円等を加味した

結果、前連結会計年度末に比べ868百万円増加（13.8％増）し、7,181百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果得られた資金は1,205百万円となりました。

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,625百万円、減価償却費68百万円、のれん償却額10百万円、退

職給付に係る負債の増加額145百万円、売上債権の減少額927百万円、前受金の増加額127百万円、未払消費税等の

増加額104百万円、その他の流動負債の増加額74百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額191百万
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円、たな卸資産の増加額83百万円、その他の流動資産の増加額12百万円、仕入債務の減少額744百万円、法人税等

の支払額832百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果得られた資金は112百万円となりました。

 収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入980百万円、長期預金の払戻による収入200百万円、貸付金の回収

による収入41百万円、投資有価証券の売却による収入3百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による

支出980百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出52百万円、有形固定資産の取得による支出

44百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円、投資有価証券の取得による支出4百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は463百万円となりました。

 収入の主な内訳は、新株予約権の行使による株式の発行による収入144百万円であり、支出の主な内訳は、配当

金の支払額584百万円であります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成27年3月期の連結業績予想につきましては、平成26年5月9日に公表いたしました予想数値から変更はござい

ません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（３）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、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員

の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法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。

尚、この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,293,309 8,161,594 

受取手形及び売掛金 7,686,478 6,766,469 

商品 329,132 319,336 

仕掛品 32,689 128,563 

原材料及び貯蔵品 21,973 19,223 

その他 596,310 593,914 

流動資産合計 15,959,893 15,989,101 

固定資産    

有形固定資産 192,176 196,364 

無形固定資産 148,715 177,128 

投資その他の資産    

投資有価証券 7,123,327 7,602,020 

長期預金 2,700,000 2,500,000 

その他 513,624 494,370 

投資その他の資産合計 10,336,951 10,596,390 

固定資産合計 10,677,843 10,969,883 

資産合計 26,637,737 26,958,985 

負債の部    

流動負債    

買掛金 3,987,435 3,245,758 

未払法人税等 474,426 178,894 

賞与引当金 419,879 228,021 

役員賞与引当金 50,000 45,000 

その他 1,611,504 1,996,728 

流動負債合計 6,543,245 5,694,403 

固定負債    

退職給付に係る負債 1,471,096 1,584,774 

その他 205,196 287,658 

固定負債合計 1,676,293 1,872,433 

負債合計 8,219,538 7,566,836 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,557,189 1,645,821 

資本剰余金 1,664,589 1,753,221 

利益剰余金 13,110,606 13,543,775 

自己株式 △598,333 △598,333 

株主資本合計 15,734,051 16,344,485 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,476,632 1,783,099 

退職給付に係る調整累計額 △105,708 △85,264 

為替換算調整勘定 28,251 35,445 

その他の包括利益累計額合計 1,399,175 1,733,280 

新株予約権 156,066 120,779 

少数株主持分 1,128,905 1,193,602 

純資産合計 18,418,198 19,392,148 

負債純資産合計 26,637,737 26,958,985 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 22,205,040 22,577,515 

売上原価 17,343,937 17,522,214 

売上総利益 4,861,103 5,055,301 

販売費及び一般管理費合計 3,481,686 3,608,261 

営業利益 1,379,416 1,447,040 

営業外収益    

受取利息 57,329 66,398 

受取配当金 46,004 60,137 

補助金収入 30,168 17,548 

その他 28,483 35,551 

営業外収益合計 161,985 179,635 

営業外費用    

為替差損 6,872 － 

その他 5,161 1,434 

営業外費用合計 12,034 1,434 

経常利益 1,529,367 1,625,241 

税金等調整前四半期純利益 1,529,367 1,625,241 

法人税、住民税及び事業税 448,941 541,529 

法人税等調整額 104,102 △35,326 

法人税等合計 553,044 506,202 

少数株主損益調整前四半期純利益 976,323 1,119,039 

少数株主利益 39,973 68,211 

四半期純利益 936,349 1,050,827 
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（第３四半期連結会計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 7,104,176 6,394,534 

売上原価 5,608,814 4,866,759 

売上総利益 1,495,362 1,527,774 

販売費及び一般管理費合計 1,141,897 1,230,481 

営業利益 353,464 297,293 

営業外収益    

受取利息 21,805 22,527 

受取配当金 20,606 27,107 

持分法による投資利益 24,592 － 

補助金収入 16,773 10,970 

その他 2,949 7,167 

営業外収益合計 86,727 67,773 

営業外費用    

持分法による投資損失 － 4,116 

為替差損 751 － 

その他 0 167 

営業外費用合計 751 4,283 

経常利益 439,439 360,782 

税金等調整前四半期純利益 439,439 360,782 

法人税、住民税及び事業税 61,958 43,321 

法人税等調整額 83,743 20,843 

法人税等合計 145,701 64,164 

少数株主損益調整前四半期純利益 293,738 296,617 

少数株主利益 17,471 42,262 

四半期純利益 276,267 254,355 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 976,323 1,119,039 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 798,133 306,467 

為替換算調整勘定 20,595 13,226 

退職給付に係る調整額 － 20,443 

持分法適用会社に対する持分相当額 15,697 △183 

その他の包括利益合計 834,426 339,953 

四半期包括利益 1,810,749 1,458,992 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,760,993 1,384,932 

少数株主に係る四半期包括利益 49,756 74,060 
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（第３四半期連結会計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 293,738 296,617 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 378,610 186,194 

為替換算調整勘定 13,730 8,016 

退職給付に係る調整額 － 6,814 

持分法適用会社に対する持分相当額 276 11,089 

その他の包括利益合計 392,617 212,115 

四半期包括利益 686,355 508,732 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 662,566 462,925 

少数株主に係る四半期包括利益 23,788 45,807 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31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 1,529,367 1,625,241 

減価償却費 71,179 68,516 

のれん償却額 － 10,071 

賞与引当金の増減額（△は減少） △258,644 △191,857 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,500 △5,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115,242 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 145,442 

長期未払金の増減額（△は減少） △28,714 － 

受取利息及び受取配当金 △103,333 △126,536 

持分法による投資損益（△は益） △19,506 △4,988 

売上債権の増減額（△は増加） △382,789 927,658 

たな卸資産の増減額（△は増加） △832,099 △83,328 

前渡金の増減額（△は増加） 22,149 9,125 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △81,406 △12,002 

仕入債務の増減額（△は減少） △55,758 △744,811 

前受金の増減額（△は減少） 121,286 127,812 

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,526 104,705 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 42,134 74,383 

その他 12,063 △12,618 

小計 60,143 1,911,815 

利息及び配当金の受取額 85,475 126,729 

法人税等の支払額 △846,838 △832,799 

営業活動によるキャッシュ・フロー △701,219 1,205,745 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △980,000 △980,000 

定期預金の払戻による収入 1,040,000 980,000 

長期預金の払戻による収入 － 200,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △52,671 

有形固定資産の取得による支出 △61,090 △44,143 

無形固定資産の取得による支出 △35,242 △25,009 

貸付金の回収による収入 500 41,580 

投資有価証券の取得による支出 △1,296,533 △4,049 

投資有価証券の売却による収入 86,906 3,764 

関係会社株式の売却による収入 43,400 － 

差入保証金の差入による支出 △15,559 △4,295 

その他 △15,055 △2,420 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,232,674 112,755 
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    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

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 － △14,140 

少数株主からの払込みによる収入 22,397 － 

新株予約権の行使による株式の発行による収入 222,792 144,541 

配当金の支払額 △809,051 △584,153 

少数株主への配当金の支払額 △21,326 △9,300 

財務活動によるキャッシュ・フロー △585,187 △463,052 

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,973 12,836 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,505,108 868,284 

現金及び現金同等物の期首残高 8,643,667 6,313,309 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,138,558 7,181,594 
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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。
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