
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成28年1月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アルファシステムズ 上場取引所 東
コード番号 4719 URL http://www.alpha.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 黒田 憲一
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役経営企画本部本部長 （氏名） 高田 諭志 TEL 044-733-4111
四半期報告書提出予定日 平成28年2月3日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成28年3月期第3四半期の業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日）

(2) 財政状態

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 18,967 8.6 1,602 6.7 1,651 5.1 1,506 53.7
27年3月期第3四半期 17,457 △2.3 1,501 △2.9 1,571 △3.4 980 1.2

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

28年3月期第3四半期 101.54 ―
27年3月期第3四半期 66.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 39,359 31,550 80.2
27年3月期 40,360 30,941 76.7
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 31,550百万円 27年3月期 30,941百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）27年3月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 20円00銭

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

27年3月期 ― 20.00 ― 40.00 60.00
28年3月期 ― 20.00 ―
28年3月期（予想） 20.00 40.00

3. 平成28年 3月期の業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

売上高 営業利益 経常利益 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 25,500 2.7 2,300 15.6 2,350 12.9 1,900 8.3 128.06



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 14,848,200 株 27年3月期 14,848,200 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 11,189 株 27年3月期 10,983 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 14,837,078 株 27年3月期3Q 14,837,753 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は終了しております。

※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。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】3ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報 (3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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3四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善と公共投資に支えられ、回復基調と

なりました。しかしながらアジアを中心とする新興国経済が減速するなかで、資源価格の下落や地政学

リスク等の影響から先行き不透明感が強まりました。 

情報サービス業界では、幅広い分野でソフトウェア投資の回復基調が続きました。金融機関をはじめ

として、官公庁、エネルギー、流通・サービスの各分野で投資が拡大しております。 

主力の通信分野では、スマートデバイスやクラウドサービスの普及に伴うネットワークトラフィック

の増加への対応や、ICT基盤の高度化が進められる一方、通信事業者の設備投資は減少傾向にあり、当

社にとっては厳しい事業環境が続いております。また、ソフトウェア開発の短納期化や低コスト化の傾

向が続いており、これらの変化にいかに対応していくかが課題となっております。 

このような事業環境の中で、当社はICT投資の拡大が続いているオープンシステム分野へ積極的に展

開し、事業領域のシフトを進めることで受注の拡大を図ってまいりました。また、リスクマネジメント

の定着に取り組み、不採算案件発生の抑止に努めてまいりました。 

以上の結果、売上高は18,967百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は1,602百万円（前年同期比6.7％

増）、経常利益は1,651百万円（前年同期比5.1％増）、四半期純利益は1,506百万円（前年同期比53.7％

増）となりました。 

 

＜セグメント別の概況＞ 

文中における金額につきましては、セグメント間の内部振替前の数値となります。 

①ソフトウェア開発関連事業 

イ）ノードシステム 

交換システム関連及び伝送システム関連の売り上げが減少したことにより、売上高は1,608百万円

（前年同期比32.5％減）となりました。 

ロ）モバイルネットワークシステム 

第4世代移動体通信システム関連の売り上げが減少したことにより、売上高は2,198百万円（前年

同期比20.4％減）となりました。 

ハ）ネットワークマネジメントシステム 

モバイル網インフラ関連の売り上げが減少したことにより、売上高は4,759百万円（前年同期比

0.9％減）となりました。 

ニ）オープンシステム 

官公庁向けシステム関連及びエネルギーシステム関連の売り上げが増加したことにより、売上高

は8,669百万円（前年同期比42.6％増）となりました。 

ホ）組み込みシステム 

複合機関連及びスマートメーター関連の売り上げが増加したことにより、売上高は1,391百万円

（前年同期比34.6％増）となりました。 

 

②その他 

企業向けSI関連の売り上げは増加いたしましたが、自社製品関連の売り上げが減少したことによ

り、売上高は340百万円（前年同期比14.1％減）となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

当第3四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ1,000百万円減少し、39,359百万円となりまし

た。これは主に、売掛金の減少1,603百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ1,610百万円減少し、7,809百万円となりました。これは主に、退職給付

企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したこと等により退職給付引当金の減少1,572百

万円があったためであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ609百万円増加し、31,550百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加616百万円があったためであります。 

 

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

主力の通信分野は、通信事業者における設備投資の減少傾向により、低調な推移を予測しております。

一方、オープンシステム分野では、ICT投資の拡大が続いており、幅広い分野での受注を見込んでいる

ことから、売上高、営業利益、経常利益につきましては、平成27年5月11日公表の通期業績予想に変更

はありません。当期純利益につきましては、追加情報に記載のとおり、確定拠出年金制度の一部導入に

伴い602百万円の特別利益を計上したことから、従来予想を変更しております。 

詳細につきましては、本日（平成28年1月29日）公表の「特別利益の計上及び業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

 

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 

2．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（1）追加情報 

（確定給付企業年金制度の一部移行） 

当社は、平成27年10月1日より確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行してお

ります。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第1号）を適用しております。 

なお、本移行に伴い、当第3四半期累計期間において退職給付制度改定益602,776千円を特別利益に計

上しております。 
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3．四半期財務諸表
(1) 四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年3月31日) 
当第3四半期会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 15,526,716 16,378,818 

売掛金 7,417,652 5,814,005 

有価証券 1,951,488 1,651,503 

仕掛品 57,885 149,864 

その他 1,950,774 1,879,675 

貸倒引当金 △700 △500 

流動資産合計 26,903,816 25,873,367 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 4,762,131 4,612,941 

土地 4,756,706 4,756,706 

その他（純額） 161,649 155,313 

有形固定資産合計 9,680,487 9,524,961 

無形固定資産 32,154 46,510 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,197,395 1,243,713 

その他 2,547,513 2,672,040 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

投資その他の資産合計 3,743,908 3,914,753 

固定資産合計 13,456,550 13,486,225 

資産合計 40,360,366 39,359,592 

負債の部    

流動負債    

買掛金 670,545 490,954 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 364,711 65,936 

賞与引当金 811,433 489,208 

役員賞与引当金 - 87,750 

その他 2,892,208 3,152,108 

流動負債合計 5,238,897 4,785,957 

固定負債    

退職給付引当金 3,924,877 2,352,477 

その他 255,466 670,594 

固定負債合計 4,180,343 3,023,072 

負債合計 9,419,241 7,809,030 

純資産の部    

株主資本    

資本金 8,500,550 8,500,550 

資本剰余金 8,647,050 8,647,050 

利益剰余金 13,795,518 14,411,874 

自己株式 △20,609 △20,977 

株主資本合計 30,922,509 31,538,497 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 18,615 12,065 

評価・換算差額等合計 18,615 12,065 

純資産合計 30,941,125 31,550,562 

負債純資産合計 40,360,366 39,359,592 
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(2) 四半期損益計算書

（第3四半期累計期間）
    （単位：千円） 

 
前第3四半期累計期間 
(自 平成26年4月1日 

  至 平成26年12月31日) 

当第3四半期累計期間 
(自 平成27年4月1日 

  至 平成27年12月31日) 

売上高 17,457,414 18,967,029 

売上原価 13,527,876 14,678,407 

売上総利益 3,929,538 4,288,621 

販売費及び一般管理費 2,427,717 2,685,645 

営業利益 1,501,820 1,602,976 

営業外収益    

受取利息 49,404 27,325 

受取配当金 1,150 1,435 

受取賃貸料 29,242 29,242 

その他 5,518 5,315 

営業外収益合計 85,315 63,319 

営業外費用    

支払利息 2,249 2,102 

賃貸収入原価 13,088 12,544 

営業外費用合計 15,338 14,646 

経常利益 1,571,797 1,651,648 

特別利益    

固定資産売却益 351 355 

投資有価証券売却益 － 32,000 

退職給付制度改定益 － 602,776 

特別利益合計 351 635,132 

特別損失    

固定資産除却損 － 961 

特別損失合計 － 961 

税引前四半期純利益 1,572,148 2,285,820 

法人税、住民税及び事業税 284,275 318,077 

法人税等調整額 307,841 461,157 

法人税等合計 592,116 779,235 

四半期純利益 980,031 1,506,584 
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（3）四半期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。 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

Ⅰ 前第3四半期累計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日） 

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

その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期損益 

計算書計上額

（注3） 
ソフトウェア 

開発関連事業 

売上高  

 外部顧客への売上高 17,061,279 396,134 17,457,414 － 17,457,414

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 △2,376 2,376 － － －

計 17,058,903 398,511 17,457,414 － 17,457,414

セグメント利益 1,478,812 24,931 1,503,744 △1,923 1,501,820

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売事業

等を含んでおります。 

2．セグメント利益の調整額△1,923千円は、各報告セグメントに配分していない人件費であ

ります。 

3．セグメント利益は、四半期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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Ⅱ 当第3四半期累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日） 

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

その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期損益 

計算書計上額

（注3） 
ソフトウェア 

開発関連事業 

売上高  

 外部顧客への売上高 18,626,893 340,135 18,967,029 － 18,967,029

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 △20,109 20,109 － － －

計 18,606,784 360,244 18,967,029 － 18,967,029

セグメント利益又は損失

（△） 
1,617,775 △11,813 1,605,962 △2,986 1,602,976

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製品販売事業

等を含んでおります。 

2．セグメント利益又は損失の調整額△2,986千円は、各報告セグメントに配分していない人

件費であります。 

3．セグメント利益又は損失は、四半期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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4．補足情報 

（1）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 2,493,605 1,682,610 △32.5 3,116,924 

モバイルネットワークシステム 2,770,612 2,200,315 △20.6 3,725,167 

ネットワークマネジメントシステム 5,008,242 4,798,318 △4.2 6,797,092 

オープンシステム 6,237,487 8,706,046 39.6 8,641,413 

組み込みシステム 1,042,325 1,392,322 33.6 1,535,151 

ソフトウェア開発関連事業 17,552,274 18,779,613 7.0 23,815,748 

その他 598,077 305,837 △48.9 1,063,702 

合  計 18,150,351 19,085,451 5.2 24,879,450 

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値となります。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

②受注状況 
イ）受注高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 2,134,457 1,503,241 △29.6 2,903,891 

モバイルネットワークシステム 2,862,621 2,054,193 △28.2 3,758,046 

ネットワークマネジメントシステム 5,142,393 4,276,426 △16.8 7,297,984 

オープンシステム 6,425,074 9,046,690 40.8 9,341,120 

組み込みシステム 1,072,009 1,322,773 23.4 1,603,528 

ソフトウェア開発関連事業 17,636,556 18,203,324 3.2 24,904,572 

その他 798,256 274,617 △65.6 1,142,505 

合  計 18,434,812 18,477,942 0.2 26,047,077 

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値となります。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 
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ロ）受注残高 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 344,127 275,108 △20.1 380,121 

モバイルネットワークシステム 631,498 424,458 △32.8 568,783 

ネットワークマネジメントシステム 861,928 540,366 △37.3 1,022,955 

オープンシステム 1,324,102 2,063,513 55.8 1,686,411 

組み込みシステム 319,239 280,337 △12.2 349,080 

ソフトウェア開発関連事業 3,480,896 3,583,784 3.0 4,007,353 

その他 577,465 232,261 △59.8 297,779 

合  計 4,058,361 3,816,045 △6.0 4,305,133 

（注）1．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値となります。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 
 （単位：千円）

期  別 

 

セグメント及び事業の区分 

前第3四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年12月31日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 2,383,797 1,608,254 △32.5 3,117,236 

モバイルネットワークシステム 2,763,478 2,198,518 △20.4 3,721,618 

ネットワークマネジメントシステム 4,800,947 4,759,016 △0.9 6,795,510 

オープンシステム 6,078,878 8,669,587 42.6 8,632,615 

組み込みシステム 1,034,178 1,391,516 34.6 1,535,856 

ソフトウェア開発関連事業 17,061,279 18,626,893 9.2 23,802,837 

その他 396,134 340,135 △14.1 1,020,069 

合  計 17,457,414 18,967,029 8.6 24,822,907 

（注）1．金額はセグメント間の内部振替前の数値となります。 
2．金額には消費税等は含まれておりません。 
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