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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年３月期 21,620 4.9 1,300 21.7 1,433 25.5 671 23.0

26年３月期 20,607 12.5 1,068 40.9 1,142 37.2 545 32.2
(注) 包括利益 27年３月期 1,468百万円( 257.2％) 26年３月期 410百万円(△64.1％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

27年３月期 80.65 80.56 6.5 7.8 6.0

26年３月期 65.59 65.48 5.6 7.0 5.2
(参考) 持分法投資損益 27年３月期 8百万円 26年３月期 3百万円
　

　

（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

27年３月期 19,599 11,411 55.5 1,307.24

26年３月期 16,972 10,204 57.6 1,174.78
(参考) 自己資本 27年３月期 10,884百万円 26年３月期 9,782百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

27年３月期 1,961 △283 △174 6,565

26年３月期 1,896 △568 △276 5,058
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

26年３月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 208 38.1 2.1

27年３月期 ― 10.00 ― 16.00 26.00 216 32.2 2.1

28年３月期(予想) ― 14.00 ― 14.00 28.00 30.3
　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 10,750 7.0 460 △8.4 530 △3.1 270 △0.7 32.43

通 期 23,000 6.4 1,350 3.8 1,450 1.2 770 14.8 92.47
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 ―社 (社名)― 、除外 ―社 (社名)―
　

　

（２）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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）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) 27年３月期 8,908,560株 26年３月期 8,908,560株

② 期末自己株式数 27年３月期 581,960株 26年３月期 581,903株

③ 期中平均株式数 27年３月期 8,326,631株 26年３月期 8,321,157株
　

　

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結

財務諸表に対する監査手続を実施中です。
　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する
分析」をご覧ください。

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 13時53分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



情報技術開発株式会社(9638) 平成27年３月期 決算短信

－ 1 －

○添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析 …………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する分析 …………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する分析 …………………………………………………………………………３

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 …………………………………………４

２．経営方針 ………………………………………………………………………………………………５

（１）会社の経営の基本方針 …………………………………………………………………………５

（２）目標とする経営指標 ……………………………………………………………………………５

（３）中長期的な会社の経営戦略 ……………………………………………………………………５

（４）会社の対処すべき課題 …………………………………………………………………………５

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………６

４．連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………７

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………７

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………９

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………11

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………13

（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………15

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………15

（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………15

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………16

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………19

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………20

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 13時53分 3ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



情報技術開発株式会社(9638) 平成27年３月期 決算短信

－ 2 －

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和策等を背景に、大手企業を中心と

した業績の回復や雇用環境の改善が見られました。また、消費者マインドにも持ち直しの動きが見られ、個人消費

は底堅く推移しています。中国の景気減速や米国の金利政策による影響等の懸念要素はあるものの、全般的には緩

やかな回復基調となっております。

当情報サービス業界におきましては、昨年度に引き続き、国内企業の情報設備投資に回復の傾向が見られまし

た。ビジネスシーンにおけるモバイル端末やクラウドサービスの活用が浸透しており、今後もビッグデータ分析や

情報セキュリティ強化、ネットワークインフラ整備といった、ビジネスを「成長」「変革」させるための戦略的な情

報設備投資の重要性が増すものと予測されます。また、需要の回復や技術の高度化に伴い、ＩＴ技術者の不足感が

「量」「質」共に高まっており、ユーザー企業とベンダー企業の双方において人材の確保と育成が新たな経営課題の

１つとなってきております。

このような経営環境において、当社グループは今期の全社基本方針として「チャレンジ元年」を掲げ、過去３年

間の基本方針「原点回帰」によって固めた足場を土台として、将来への飛躍を目指す年と位置付けました。全社一

丸となり挑戦し続ける企業風土の醸成を目指し、その中において人材確保（量の拡大）と人材育成（質の向上）の

推進により人材力を更に高めると共に、ソリューションビジネスの新たな展開を図り、情報サービス業界において、

より一層の存在感を発揮する企業となるべく、事業活動を展開してまいりました。

また、Ｍ＆Ａ・投資戦略についても積極的な活動を継続しており、今年３月にはグループ全体の技術力及び開発

力の強化を目的として、多数の専門的な開発技術者を有する株式会社ファストを完全子会社としました。

業績につきましては、年間を通じて受注が概ね堅調に推移した結果、売上高216億20百万円（前期比4.9％増）と

なりました。利益につきましても、増収及び生産性の向上に伴う売上総利益率の改善により、営業利益13億00百万

円（前期比21.7％増）、経常利益14億33百万円（前期比25.5％増）、当期純利益６億71百万円（前期比23.0％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。

　

・ソフトウェア開発事業は、年間を通じて受注が堅調に推移しており、売上高は119億44百万円（前期比2.6％

増）となりました。利益につきましても、増収及び生産性の向上に伴う売上総利益率の改善により、セグメン

ト利益（営業利益）は２億77百万円（前期比16.9％増）となりました。

　

・情報処理サービス事業は、新規案件の獲得等により受注が拡大し、また前期に引き続きデータセンターサービ

スの稼動も順調に推移した結果、売上高は68億81百万円（前期比11.7％増）、セグメント利益（営業利益）は

９億11百万円（前期比23.3％増）となりました。

　

・エンベデッド・ユビキタス／半導体関連事業は、半導体関連事業における受注は安定していたものの、組み込

みソフトウェア事業における受注が減少し、売上高は27億94百万円（前期比0.4％減）となりました。しかし

ながら、生産性の向上に伴う売上総利益率の改善により、セグメント利益（営業利益）は１億10百万円（前期

比21.4％増）となりました。

　

②今後の見通し

次期（平成28年３月期）の見通しにつきましては、売上高230億円（前期比6.4％増）、営業利益13億50百万円

（前期比3.8％増）、経常利益14億50百万円（前期比1.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益７億70百万円（前期

比14.8％増）を見込んでおります。
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（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は195億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億26百万円増加いたしまし

た。

流動資産は118億54百万円となり、17億75百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が89百万円

減少したものの、現金及び預金が15億30百万円、仕掛品が３億55百万円増加したこと等によるものであります。

固定資産は77億45百万円となり、８億51百万円増加いたしました。

有形固定資産は32億62百万円となり、16百万円増加いたしました。

無形固定資産は５億58百万円となり、１億38百万円増加いたしました。主な要因は、連結子会社の取得等により、

のれんが１億74百万円増加したこと等によるものであります。

投資その他の資産は39億23百万円となり、６億96百万円増加いたしました。主な要因は、法定実効税率の変更等

により繰延税金資産が92百万円減少したものの、保有株式の時価評価等により投資有価証券が８億25百万円増加し

たこと等によるものであります。

当連結会計年度末における負債合計は81億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億19百万円増加いたしま

した。

流動負債は45億12百万円となり、10億25百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が２億80百万円、未

払法人税等が２億３百万円、未払消費税等が２億４百万円、その他に含まれている前受金が２億16百万円増加した

こと等によるものであります。

固定負債は36億75百万円となり、３億93百万円増加いたしました。主な要因は、その他に含まれている繰延税金

負債が１億74百万円増加したこと等によるものであります。

当連結会計年度末における純資産は114億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億７百万円増加いたしまし

た。主な要因は、利益剰余金が４億10百万円、保有株式の時価評価によりその他有価証券評価差額金が５億79百万

円、少数株主持分が１億４百万円増加したこと等によるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の57.6％から55.5％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが19億61百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが２億83百万円の支出、財務活動によるキャッシ

ュ・フローが１億74百万円の支出となったことにより、15億６百万円増加し、当連結会計年度末の資金残高は65億

65百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は19億61百万円の資金の増加となりました。

これは主に、法人税等の支払額が４億30百万円、たな卸資産の増加による支出が２億75百万円あったものの、税

金等調整前当期純利益が14億13百万円、減価償却費が５億70百万円、売上債権の回収による収入が２億30百万円あ

ったこと等によるものであります。

また、前連結会計年度に比べ65百万円増加しておりますが、主に、たな卸資産の増加による支出が５億41百万円、

仕入債務の減少により３億11百万円支出が増加したものの、税金等調整前当期純利益が２億87百万円増加、売上債

権の回収による収入が６億57百万円あったこと等によるものであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億83百万円の資金の減少となりました。

これは主に、貸付金の回収による収入が１億00百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が２億70百

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が１億29百万円あったこと等によるものであります。

また、前連結会計年度に比べ２億85百万円支出が減少しておりますが、主に、有形固定資産の取得による支出が

２億48百万円減少したこと等によるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は１億74百万円の資金の減少となりました。

これは主に、短期借入れによる収入が３億60百万円、長期借入れによる収入が２億60百万円あったものの、短期

借入金の返済による支出が80百万円、長期借入金の返済による支出が１億86百万円、リース債務の返済による支出

が２億88百万円、配当金の支払額が２億９百万円あったこと等によるものであります。

また、前連結会計年度に比べ１億１百万円支出が減少しておりますが、主に、短期借入金の返済による支出が22

百万円、リース債務の返済による支出が27百万円、配当金の支払額が41百万円増加したものの、短期借入れによる
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収入が３億２百万円増加、長期借入れによる収入が１億17百万円減少したこと等によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期

自己資本比率(%) 66.9 66.7 62.4 57.6 55.5

時価ベースの自己資本比率(%) 47.1 43.1 36.2 37.8 44.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

0.6 0.7 599.6 64.7 79.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― 6.8 81.3 85.1

(注)１．自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象にしてお

ります。

４．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

株主の皆様への「利益還元」「安定配当」重視の姿勢を明確にするため、配当金額の業績との連動性を高めると

ともに、長期的な展望に立ち、内部留保の確保と今後の経営環境及び配当性向等を総合的に勘案し、配当政策を進

めてまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本方針としており、具体的な株主還元に関する基本方

針は、次のとおりであります。

①業績に連動した配当方針といたします。

②連結配当性向は30％を目処といたします。

③利益水準を勘案した上で、安定配当部分として、原則１株当たり最低年間12円を維持するものといたします。

当事業年度の利益配当金は、中間配当として、１株当たり10円を実施いたしました。期末配当につきましては、

当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、株主の皆様への利益還元を重視し、平成27年３月23日公

表の「期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」のとおり、１株当たり16円、年間では26円の配当を実施さ

せていただく予定であります。

次期以降につきましても、上記の基本方針に基づき、利益配分をさせていただく予定であります。

〔参考：平成27年３月期配当予想〕

１株当たり配当金

中間期末 10円 00銭 （普通配当 10円 00銭）

期末（※） 16円 00銭 （普通配当 16円 00銭）

年間 26円 00銭 （普通配当 26円 00銭）

※期末の配当につきましては、平成27年６月に開催予定の第47回定時株主総会での決議を前提としております。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、お客様にご提供するサービスの高品質化を図るとともに、社会基盤の形成に資する事業活動を

推進しつつ、事業生産性の向上を目指します。顧客志向をベースに、企業としての成長と利益を従来以上に確実な

ものとし、株主・取引先・従業員・社会に対する責務を十分に果たしてゆくために、以下の企業理念のもと、事業

に邁進してまいります。

＜企業理念＞

『情報技術で未来を創造』

　・人にやさしく心あたたかな企業に

　・社会に親しまれ貢献する企業に

（２）目標とする経営指標

当社グループは、「人材の育成・教育」を図ることで人材力を高め、基盤事業の強化と新規ビジネスの展開を推

進し、利益率及び生産性を向上することにより、企業価値を高めることを重要な経営指標としております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、"競争力の源泉は人材である"という考えのもと、「人材力を高め、継続的に成長する価値創造

企業となる」ことを経営ビジョンとして掲げております。

・技術力の向上、高度な専門スキルの習得による付加価値の向上

・ビジネスパートナー様との連携強化やオフショア展開による生産性および収益性の向上

・独自のソリューションメニューと自社データセンターをベースとしたインターネット活用サービスの推進

といった事業活動の推進により、お客様に真に評価されるベストパートナーとして継続的に成長し、情報サービス

業界において確固たる存在感を発揮する企業となることを目指してまいります。

（４）会社の対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、国内経済が緩やかな回復基調にある中で、情報サービス業界におきまして

は、より戦略的な情報設備投資に対するニーズが高まっております。一方では、そのニーズの高度化、複雑化が加

速すると共に、ＩＴ技術者の不足感が高まるなどの状況が見られます。こうした経営環境の中、当社グループでは

下記の事項を重要課題として認識し、事業活動に取り組んでおります。

①人材の確保と育成・教育

競争力の源泉は人材であるという考えのもと、当社グループの将来を担う人材を確保するために新卒・中途それ

ぞれの採用活動を積極的に展開しております。また、tdi人材開発センターを拠点として、充実した研修体制のもと

で計画的かつ継続的な人材の育成・教育を実施しており、人材力の向上に努めております。

②ストックビジネスの成長

顧客業務に対する高い知識、または高度なＩＴスキルを有するスペシャリスト人材を育成することにより、顧客

に対する提案力・営業力を高めてまいります。また、ビジネスパートナーとの更なる連携強化によりビジネスの生

産性向上に努め、ストックビジネスの成長を図ってまいります。

③ソリューションビジネスの拡大

急速な経営環境の変化に対応するため、新たな事業基盤としてのソリューションビジネスを拡大してまいりま

す。注力すべきソリューションメニューの選択と集中を図るとともに、グループ内の連携やビジネスパートナーと

の協業体制を一層強化し、グループ横断的な事業活動を展開しております。
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④不採算プロジェクトの早期発見と撲滅

不採算プロジェクトについては、既に全社横断的な管理体制のもとで抑制効果を発揮しておりますが、今後も引

き続き、早期発見と撲滅に向けた取り組みを展開してまいります。

⑤ビジネスのグローバル化

中国子会社（大連特迪信息技術開発有限公司）を拠点としたオフショアサービスを積極的に展開するとともに、

ビジネスエリアをグローバルに拡大していくことを目指してまいります。

⑥Ｍ＆Ａの推進

ソリューションメニューの更なる拡充と基盤事業強化及び新規事業への展開を図り、継続的な成長を目指すため

に、今後も戦略的なＭ＆Ａを推進してまいります。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。
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４．連結財務諸表

（１）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)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,719,688 6,250,332

受取手形及び売掛金 3,707,312 3,618,287

有価証券 359,232 359,409

商品及び製品 103,050 24,335

仕掛品 293,084 648,981

原材料及び貯蔵品 39,359 37,416

繰延税金資産 445,165 476,983

その他 423,590 450,367

貸倒引当金 △11,770 △12,014

流動資産合計 10,078,713 11,854,100

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,237,296 2,860,616

減価償却累計額 △1,164,460 △1,260,726

減損損失累計額 △3,257 △10,339

建物及び構築物（純額） 1,069,579 1,589,550

工具、器具及び備品 1,045,421 1,027,286

減価償却累計額 △620,221 △679,621

減損損失累計額 △8,336 △8,000

工具、器具及び備品（純額） 416,863 339,664

土地 701,114 702,778

リース資産 1,299,881 1,381,643

減価償却累計額 △671,298 △750,659

リース資産（純額） 628,583 630,983

建設仮勘定 430,415 -

有形固定資産合計 3,246,556 3,262,977

無形固定資産

ソフトウエア 232,155 196,374

のれん 183,939 358,191

その他 3,873 3,780

無形固定資産合計 419,968 558,346

投資その他の資産

投資有価証券 2,095,927 2,920,987

繰延税金資産 450,289 357,944

敷金及び保証金 357,283 366,434

その他 338,495 293,266

貸倒引当金 △14,700 △14,741

投資その他の資産合計 3,227,295 3,923,892

固定資産合計 6,893,820 7,745,215

資産合計 16,972,534 19,599,316
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 994,728 1,028,822

短期借入金 - 280,114

1年内返済予定の長期借入金 127,980 125,021

1年内償還予定の社債 30,000 5,000

リース債務 247,369 266,287

未払金 275,067 288,939

未払費用 211,880 233,677

未払法人税等 237,519 440,951

未払消費税等 178,664 383,284

賞与引当金 919,446 940,552

工事損失引当金 5,560 -

その他 258,216 519,441

流動負債合計 3,486,432 4,512,091

固定負債

社債 5,000 -

長期借入金 379,895 456,124

リース債務 436,269 432,034

役員退職慰労引当金 94,355 106,335

退職給付に係る負債 2,363,694 2,376,123

その他 2,192 304,679

固定負債合計 3,281,406 3,675,296

負債合計 6,767,839 8,187,388

純資産の部

株主資本

資本金 1,881,867 1,881,867

資本剰余金 1,749,459 1,749,459

利益剰余金 6,699,642 7,110,310

自己株式 △430,059 △430,114

株主資本合計 9,900,910 10,311,522

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 758,360 1,337,798

土地再評価差額金 △675,817 △675,817

為替換算調整勘定 2,824 3,671

退職給付に係る調整累計額 △204,248 △92,297

その他の包括利益累計額合計 △118,880 573,355

少数株主持分 422,665 527,049

純資産合計 10,204,694 11,411,927

負債純資産合計 16,972,534 19,599,316
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 20,607,487 21,620,492

売上原価 16,267,330 16,882,522

売上総利益 4,340,156 4,737,970

販売費及び一般管理費 3,272,008 3,437,767

営業利益 1,068,147 1,300,202

営業外収益

受取利息 3,198 1,152

受取配当金 32,151 34,240

投資有価証券売却益 33,135 0

持分法による投資利益 3,198 8,331

不動産賃貸料 27,249 29,497

生命保険配当金 14,288 15,950

保険事務手数料 7,834 7,766

保険解約益 1,057 65,834

助成金収入 803 7,986

その他 6,881 18,832

営業外収益合計 129,798 189,592

営業外費用

支払利息 23,206 22,865

不動産賃貸費用 28,100 28,343

その他 4,307 5,368

営業外費用合計 55,614 56,578

経常利益 1,142,331 1,433,217

特別利益

固定資産売却益 376 -

子会社株式売却益 - 5,460

特別利益合計 376 5,460

特別損失

固定資産除売却損 1,286 9,900

減損損失 9,712 7,082

ゴルフ会員権売却損 - 8,032

解約違約金 5,654 -

特別損失合計 16,653 25,015

税金等調整前当期純利益 1,126,055 1,413,662

法人税、住民税及び事業税 394,821 628,180

法人税等調整額 102,806 9,958

法人税等合計 497,627 638,139

少数株主損益調整前当期純利益 628,427 775,523

少数株主利益 82,644 104,020

当期純利益 545,783 671,502

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 13時53分 11ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



情報技術開発株式会社(9638) 平成27年３月期 決算短信

－ 10 －

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 628,427 775,523

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △220,349 579,437

為替換算調整勘定 2,889 1,210

退職給付に係る調整額 - 111,950

その他の包括利益合計 △217,459 692,599

包括利益 410,967 1,468,122

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 327,456 1,363,738

少数株主に係る包括利益 83,510 104,383
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,881,867 1,775,125 6,372,940 △508,399 9,521,533

会計方針の変更による

累積的影響額
－

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,881,867 1,775,125 6,372,940 △508,399 9,521,533

当期変動額

剰余金の配当 △166,413 △166,413

当期純利益 545,783 545,783

自己株式の取得 －

自己株式の処分 △4,428 4,434 6

自己株式の消却 △25,665 △48,240 73,906 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △25,665 326,702 78,340 379,376

当期末残高 1,881,867 1,749,459 6,699,642 △430,059 9,900,910

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 978,710 △675,817 801 － 303,693 334,654 10,159,882

会計方針の変更による

累積的影響額
－ －

会計方針の変更を反映

した当期首残高
978,710 △675,817 801 － 303,693 334,654 10,159,882

当期変動額

剰余金の配当 △166,413

当期純利益 545,783

自己株式の取得 －

自己株式の処分 6

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△220,349 － 2,022 △204,248 △422,574 88,010 △334,563

当期変動額合計 △220,349 － 2,022 △204,248 △422,574 88,010 44,812

当期末残高 758,360 △675,817 2,824 △204,248 △118,880 422,665 10,204,694
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当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,881,867 1,749,459 6,699,642 △430,059 9,900,910

会計方針の変更による

累積的影響額
△52,668 △52,668

会計方針の変更を反映

した当期首残高
1,881,867 1,749,459 6,646,973 △430,059 9,848,241

当期変動額

剰余金の配当 △208,166 △208,166

当期純利益 671,502 671,502

自己株式の取得 △55 △55

自己株式の処分 －

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 463,336 △55 463,281

当期末残高 1,881,867 1,749,459 7,110,310 △430,114 10,311,522

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 758,360 △675,817 2,824 △204,248 △118,880 422,665 10,204,694

会計方針の変更による

累積的影響額
－ △52,668

会計方針の変更を反映

した当期首残高
758,360 △675,817 2,824 △204,248 △118,880 422,665 10,152,026

当期変動額

剰余金の配当 △208,166

当期純利益 671,502

自己株式の取得 △55

自己株式の処分 －

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
579,437 － 847 111,950 692,236 104,383 796,620

当期変動額合計 579,437 － 847 111,950 692,236 104,383 1,259,901

当期末残高 1,337,798 △675,817 3,671 △92,297 573,355 527,049 11,411,927
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,126,055 1,413,662

減価償却費 545,478 570,859

減損損失 9,712 7,082

のれん償却額 62,469 61,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,880 △611

賞与引当金の増減額（△は減少） 203,332 18,296

工事損失引当金の増減額（△は減少） △59,446 △5,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 220,530 55,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,980 11,980

受取利息及び受取配当金 △35,350 △35,393

支払利息 23,206 22,865

為替差損益（△は益） 1,850 △253

投資有価証券売却損益（△は益） △33,135 0

持分法による投資損益（△は益） △3,198 △8,331

保険解約損益（△は益） △1,057 △65,834

固定資産除売却損益（△は益） 909 9,900

子会社株式売却損益（△は益） - △5,460

ゴルフ会員権売却損益（△は益） - 8,032

売上債権の増減額（△は増加） △426,598 230,621

たな卸資産の増減額（△は増加） 266,572 △275,240

仕入債務の増減額（△は減少） 228,528 △82,554

未払費用の増減額（△は減少） 26,621 △153

未払消費税等の増減額（△は減少） 62,336 226,404

その他 65,165 221,202

小計 2,297,845 2,377,918

利息及び配当金の受取額 36,764 37,067

利息の支払額 △23,321 △23,066

法人税等の支払額 △415,021 △430,025

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,896,266 1,961,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △518,904 △270,782

無形固定資産の取得による支出 △80,282 △50,560

投資有価証券の取得による支出 △757 △2,754

投資有価証券の売却による収入 185,654 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

- △129,517

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出

- △20,305

貸付けによる支出 △100,000 -

貸付金の回収による収入 - 100,000

敷金及び保証金の回収による収入 2,683 1,237

その他の支出 △81,806 △83,132

その他の収入 24,832 172,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △568,580 △283,118
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

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 58,000 360,000

短期借入金の返済による支出 △58,000 △80,000

長期借入れによる収入 377,000 260,000

長期借入金の返済による支出 △198,848 △186,730

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

リース債務の返済による支出 △261,481 △288,705

自己株式の取得による支出 - △55

自己株式の処分による収入 6 -

配当金の支払額 △167,503 △209,210

少数株主からの払込みによる収入 4,500 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,326 △174,701

現金及び現金同等物に係る換算差額 479 2,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,051,839 1,506,719

現金及び現金同等物の期首残高 4,007,082 5,058,921

現金及び現金同等物の期末残高 5,058,921 6,565,640
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（５）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。

(会計方針の変更)

(退職給付に係る会計処理方法の変更)

「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27年３月26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

当連結会計年度より適用し、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、及び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おける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いたしました。

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、当連結会計

年度の期首において、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、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が81,892千円増加し、利益剰余金が52,668千円減少して

おります。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）、及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う。）等が平成26年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計

年度からこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。）を適用し、支配が継続して

いる場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生

した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当連結会計年度の期首以後実施される企

業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度

の連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来

にわたって適用しております。

この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ20,402千円減少してお

ります。

当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用

に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しており

ます。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、顧客の情報システムに関する企画構想、コンサルティング、設計からシステム開発、さらにシス

テム等の管理運営に至るまで一貫したサービスを提供する事業、インターネットデータセンター運営・ホスティング

サービス等のインターネット関連事業、組み込みソフトウェアの開発に関する事業、並びに半導体開発に関連した設

計・評価・解析に関する事業を営んでおります。

したがって、当社グループは、サービスの種類等を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「ソフトウ

ェア開発」、「情報処理サービス」、「エンベデッド・ユビキタス／半導体関連」を報告セグメントとしております。

なお、各報告セグメントのサービスの種類等は以下のとおりであります。

(1) ソフトウェア開発 ビジネスアプリケーション等のソフトウェア開発

(2) 情報処理サービス 顧客の情報システムの管理・運営サービス、データセンターサービス

(3) エンベデッド・ユビキタス

　 ／半導体関連

組み込み系ソフトウェア開発、半導体製品の設計・評価・解析

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一で

あります。

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高及び内部振替高等は市

場実勢価格に基づいております。

決算短信 （宝印刷）  2015年04月24日 13時53分 18ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



情報技術開発株式会社(9638) 平成27年３月期 決算短信

－ 17 －

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エ ン ベ デ ッ
ド・ユビキ
タス／半導
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 11,636,977 6,163,230 2,807,279 20,607,487 ― 20,607,487

セグメント間の内部売上高
又は振替高

149,356 176,221 ― 325,577 △325,577 ―

計 11,786,333 6,339,451 2,807,279 20,933,064 △325,577 20,607,487

セグメント利益 237,140 739,079 91,296 1,067,516 631 1,068,147

セグメント資産 4,193,261 4,457,624 1,535,625 10,186,510 6,786,023 16,972,534

その他の項目

減価償却費 140,918 295,601 89,502 526,023 19,455 545,478

のれんの償却額 1,156 61,313 ― 62,469 ― 62,469

持分法適用会社への投資額 44,270 ― ― 44,270 ― 44,270

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

61,794 789,240 22,729 873,765 1,600 875,365

(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)１．２

連結財務諸表
上計上額
(注)３ソフトウェア

開発
情報処理
サービス

エ ン ベ デ ッ
ド・ユビキ
タス／半導
体関連

計

売上高

外部顧客への売上高 11,944,033 6,881,551 2,794,907 21,620,492 ― 21,620,492

セグメント間の内部売上高
又は振替高

42,474 110,036 ― 152,511 △152,511 ―

計 11,986,508 6,991,587 2,794,907 21,773,003 △152,511 21,620,492

セグメント利益 277,139 911,394 110,797 1,299,331 871 1,300,202

セグメント資産 4,566,374 5,020,241 1,526,948 11,113,564 8,485,751 19,599,316

その他の項目

減価償却費 122,578 336,374 93,119 552,072 18,787 570,859

のれんの償却額 ― 61,313 ― 61,313 ― 61,313

持分法適用会社への投資額 51,102 ― ― 51,102 ― 51,102

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

26,601 531,174 4,378 562,153 1,708 563,861

(注)１．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。

２．セグメント資産及び減価償却費の調整額は、各報告セグメントへ配分していない全社資産及び減価償却費で

あります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

(1） (会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度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、事業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。

なお、この変更によるセグメント利益に与える影響は軽微であります。

(2） (会計方針の変更)に記載のとおり、企業結合に関する会計基準等が当連結会計年度の期首から適用できるこ

とになったことに伴い、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合等について適用し、取得関連費用を発

生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。

　 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の「ソフトウェア開発」のセグメント利

益が20,402千円減少しております。
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(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 1,174.78円 1,307.24円

１株当たり当期純利益金額 65.59円 80.65円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

65.48円 80.56円

(注) １．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 545,783 671,502

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 545,783 671,502

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,321 8,326

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(千株) 14 8

(うち新株予約権)(千株) (14) (8)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

――――――――

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度末
(平成26年３月31日)

当連結会計年度末
(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 10,204,694 11,411,927

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 422,665 527,049

(うち少数株主持分) (422,665) (527,049)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 9,782,029 10,884,877

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

8,326 8,326

　

　 ３．(会計方針の変更)に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的

な取扱いに従っております。

　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が6.33円減少しております。

　なお、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり純利益金額に与える影響は軽微でありま

す。
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　 ４．(会計方針の変更)に記載のとおり、企業結合に関する会計基準等を適用し、企業結合会計基準第58－２項

（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　この結果、当連結会計年度の１株当たり純利益金額、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額がそれぞ

れ、2.45円減少しております。

　 なお、１株当たり純資産額に与える影響は軽微であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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