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1. 平成29年3月期第1四半期の業績（平成28年4月1日～平成28年6月30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 ％

29年3月期第1四半期 6,274 0.0 467 △32.7 486 △31.4 308 △33.9
28年3月期第1四半期 6,272 16.2 694 138.4 708 128.7 467 151.6

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

29年3月期第1四半期 20.82 ―
28年3月期第1四半期 31.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第1四半期 39,474 32,065 81.2
28年3月期 40,066 32,054 80.0
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 32,065百万円 28年3月期 32,054百万円

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

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

28年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3. 平成29年 3月期の業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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

第2四半期(累計) 12,500 △1.8 1,000 △7.2 1,020 △8.0 650 △12.7 43.81
通期 26,300 2.3 2,500 4.2 2,550 3.3 1,700 △15.7 114.58



(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

（注）詳細は、【添付資料】3ページ「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」をご覧ください。

(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 ： 有
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） 29年3月期1Q 14,848,200 株 28年3月期 14,848,200 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 11,357 株 28年3月期 11,273 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 14,836,876 株 28年3月期1Q 14,837,167 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1四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府・日銀の経済金融政策に支えられ、緩やかな回

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中で、欧州経済の動向、

個人消費の低迷、設備投資の伸び悩み等により、景気の先行きは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、エネルギー、官公庁、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、モノのインターネット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、受注の拡大を図るとともに、この分野の事業基盤強化を進めてまいりました。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6,274百万円（前年同期比0.0％増）、営業利益は467百万円（前年同期比32.7％

減）、経常利益は486百万円（前年同期比31.4％減）、四半期純利益は308百万円（前年同期比33.9％減）

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 

伝送システム関連及び交換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394百万円

（前年同期比33.6％減）となりました。 

ロ）モバイルネットワークシステム 

無線基地局関連の売り上げは減少いたしましたが、携帯端末関連の売り上げが増加したことによ

り、売上高は860百万円（前年同期比14.1％増）となりました。 

ハ）ネットワークマネジメントシステム 

固定網インフラ関連及びモバイル網インフラ関連の売り上げがともに減少したことにより、売上

高は1,081百万円（前年同期比35.6％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インターネットビジネス関連の売り上げが増加したことにより、売

上高は3,440百万円（前年同期比31.5％増）となりました。 

ホ）組み込みシステム 

スマートメーター関連の売り上げは増加いたしましたが、複合機関連の売り上げが減少したこと

により、売上高は446百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 

 

②その他 

自社製品関連及びSI関連の売り上げがともに減少したことにより、売上高は50百万円（前年同期

比69.4％減）となりました。 
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（2）財政状態に関する説明 

当第1四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ592百万円減少し、39,474百万円となりました。

これは主に、売掛金の減少569百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ603百万円減少し、7,408百万円となりました。これは主に、賞与引当金

の減少444百万円、未払法人税等の減少417百万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10百万円増加し、32,065百万円となりました。 

 

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

主要顧客である通信事業者の設備投資は、全体として低調な推移を予測しており、当社はオープンシ

ステム分野やICTの新たな利活用が期待される新市場へ積極的に展開し、事業拡大に努めております。 

この結果、当第1四半期累計期間における業績は、予想の範囲内で推移しており、平成28年5月12日に

公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

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 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取

得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

（2）追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）

を当第1四半期会計期間から適用しております。 
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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28年3月31日) 
当第1四半期会計期間 
(平成28年6月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 17,162,145 17,699,084 

売掛金 6,022,441 5,452,622 

有価証券 2,099,710 1,599,860 

仕掛品 68,430 128,669 

その他 986,002 433,252 

貸倒引当金 △600 △500 

流動資産合計 26,338,130 25,312,989 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 4,557,005 4,503,310 

土地 4,709,272 4,693,093 

その他（純額） 167,377 177,686 

有形固定資産合計 9,433,655 9,374,090 

無形固定資産 43,136 45,060 

投資その他の資産    

投資有価証券 634,103 632,551 

その他 3,618,791 4,110,831 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

投資その他の資産合計 4,251,894 4,742,383 

固定資産合計 13,728,685 14,161,533 

資産合計 40,066,816 39,474,523 

負債の部    

流動負債    

買掛金 601,234 515,625 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 478,739 60,983 

賞与引当金 828,890 383,919 

役員賞与引当金 － 38,400 

その他 2,620,138 2,946,179 

流動負債合計 5,029,002 4,445,106 

固定負債    

退職給付引当金 2,318,577 2,303,903 

その他 664,357 659,637 

固定負債合計 2,982,935 2,963,540 

負債合計 8,011,937 7,408,647 

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 14,922,728 14,934,945 

自己株式 △21,130 △21,273 

株主資本合計 32,049,198 32,061,272 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 5,680 4,603 

評価・換算差額等合計 5,680 4,603 

純資産合計 32,054,878 32,065,875 

負債純資産合計 40,066,816 39,474,523 
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（2）四半期損益計算書

（第1四半期累計期間）
    （単位：千円） 

 
前第1四半期累計期間 
(自 平成27年4月1日 

  至 平成27年6月30日) 

当第1四半期累計期間 
(自 平成28年4月1日 

  至 平成28年6月30日) 

売上高 6,272,529 6,274,152 

売上原価 4,654,695 4,837,719 

売上総利益 1,617,834 1,436,432 

販売費及び一般管理費 923,209 968,871 

営業利益 694,625 467,560 

営業外収益    

受取利息 7,218 11,573 

受取配当金 887 547 

受取賃貸料 9,747 9,747 

その他 1,340 1,349 

営業外収益合計 19,194 23,218 

営業外費用    

支払利息 919 733 

賃貸収入原価 4,302 4,016 

営業外費用合計 5,222 4,750 

経常利益 708,597 486,028 

特別利益    

固定資産売却益 59 207 

特別利益合計 59 207 

特別損失    

固定資産売却損 － 15,400 

特別損失合計 － 15,400 

税引前四半期純利益 708,657 470,835 

法人税、住民税及び事業税 2,606 2,719 

法人税等調整額 238,649 159,160 

法人税等合計 241,255 161,880 

四半期純利益 467,401 308,955 
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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1四半期累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30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 6,108,818 163,711 6,272,529 － 6,272,529

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 943 △943 － － －

計 6,109,761 162,767 6,272,529 － 6,272,529

セグメント利益 682,320 12,531 694,851 △226 694,625

（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△226千円は、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1四半期累計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30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 6,224,059 50,092 6,274,152 － 6,274,152

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 793 △793 － － －

計 6,224,853 49,298 6,274,152 － 6,274,152

セグメント利益又は損失

（△） 
487,554 △18,058 469,495 △1,934 467,560

（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△1,934千円は、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1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成27年4月1日 
至 平成28年3月31日）

 

ノードシステム 600,522 406,011 △32.4 2,120,492 

モバイルネットワークシステム 751,143 864,521 15.1 2,998,928 

ネットワークマネジメントシステム 1,774,543 1,134,877 △36.0 6,029,800 

オープンシステム 2,651,145 3,420,949 29.0 12,152,127 

組み込みシステム 465,942 457,208 △1.9 1,873,214 

ソフトウェア開発関連事業 6,243,298 6,283,568 0.6 25,174,564 

その他 138,932 75,960 △45.3 537,380 

合  計 6,382,230 6,359,529 △0.4 25,711,945 

（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1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成27年4月1日 
至 平成28年3月31日）

 

ノードシステム 687,634 429,004 △37.6 2,061,056 

モバイルネットワークシステム 679,691 921,903 35.6 2,941,712 

ネットワークマネジメントシステム 1,523,064 1,053,121 △30.9 5,590,026 

オープンシステム 2,512,770 3,093,186 23.1 12,757,580 

組み込みシステム 371,010 481,714 29.8 1,776,224 

ソフトウェア開発関連事業 5,774,170 5,978,929 3.5 25,126,601 

その他 88,499 117,861 33.2 464,523 

合  計 5,862,670 6,096,790 4.0 25,591,124 

（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1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成27年4月1日 
至 平成28年3月31日）

 

ノードシステム 472,833 354,354 △25.1 320,166 

モバイルネットワークシステム 494,354 568,932 15.1 507,821 

ネットワークマネジメントシステム 867,632 541,508 △37.6 569,429 

オープンシステム 1,581,930 2,017,430 27.5 2,365,135 

組み込みシステム 255,955 287,083 12.2 251,888 

ソフトウェア開発関連事業 3,672,705 3,769,310 2.6 4,014,440 

その他 222,567 250,765 12.7 182,996 

合  計 3,895,273 4,020,076 3.2 4,197,437 

（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1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成27年4月1日 
至 平成28年3月31日）

 

ノードシステム 594,923 394,815 △33.6 2,121,012 

モバイルネットワークシステム 754,120 860,792 14.1 3,002,675 

ネットワークマネジメントシステム 1,678,386 1,081,042 △35.6 6,043,552 

オープンシステム 2,617,250 3,440,890 31.5 12,078,856 

組み込みシステム 464,136 446,519 △3.8 1,873,416 

ソフトウェア開発関連事業 6,108,818 6,224,059 1.9 25,119,514 

その他 163,711 50,092 △69.4 579,306 

合  計 6,272,529 6,274,152 0.0 25,698,820 

（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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