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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税の再延期や英国のEU離脱問題などにより金融市場が不

安定さを増す中、株安・円高が進み、経済の先行き不透明感が一層強まりました。

このような状況下、お客様の多岐にわたるニーズにお応えすべく、当社グループ間での連携促進や各社の体制整備

等を進めることで、グループ全体の更なる競争力強化を図ってまいりました。PLM分野につきましては、自動車業界

を中心に開発体制の強化が積極的に行われており、コンピューターによる予測・解析技術の導入、技術の高度化に伴

うシステム増強、グローバルなデータベース共有システムの構築等、お客様が直面する課題を解決する多様なソリュ

ーションを提供してまいりました。HPC分野につきましては、官公庁向けの受注環境は引き続き厳しい状況にありま

すが、企業や大学、研究機関を中心に、複雑な計算処理を行うためのインフラ構築など最先端のテクノロジーを駆使

したシステムの導入が増えております。

その結果として、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、アルゴグラフィックスの増収がグループ全体を牽引

し、売上高は8,912百万円（前年同四半期比3.5％増）となりました。営業利益につきましては、本年４月に事業を開

始した株式会社CAD SOLUTIONSの寄与に加え、単体を中心に売上高総利益率が改善し、775百万円（同37.6％増）とな

りました。親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、営業利益が伸長したことに加え、今期は特別損失の

計上がなかったことから514百万円（同45.4％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、株式会社CAD SOLUTIONSの寄与により、売上高、セグメント利益共に拡大し、外部顧客へ

の売上高が8,561百万円（前年同四半期比4.1％増）、セグメント利益は781百万円（同44.9％増）となりました。

連結子会社である株式会社ジーダットが中心となって行うEDA事業につきましては、半導体設計受託サービスは好

調を維持したものの、一部海外代理店の販売力低下が影響し、外部顧客への売上高が351百万円（前年同四半期比

9.0％減）、セグメント損失が6百万円（前年同四半期はセグメント利益24百万円）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１四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1,487百万円減少し、31,750百万円となりました。

（資産）

流動資産は、現金及び預金が1,170百万円増加、受取手形及び売掛金が1,448百万円減少、有価証券が222百万円減

少、商品が91百万円減少、仕掛品が89百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比478百万円減の21,352百

万円となりました。

固定資産は、有形固定資産が17百万円増加、無形固定資産が109百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価

証券が881百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比1,008百万円減の10,397百万円となりました。

（負債）

流動負債は、買掛金が1,712百万円減少、未払法人税等が153百万円減少、賞与引当金が217百万円減少、役員賞与

引当金が55百万円減少、その他が1,373百万円増加したことにより、前連結会計年度末比765百万円減の7,590百万円

となりました。

固定負債は、退職給付に係る負債が30百万円増加、その他が271百万円減少したことなどにより、前連結会計年度

末比240百万円減の2,159百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末比1,005百万円減の9,749百万円となりました。

（純資産）

純資産は、資本金が32百万円増加、資本剰余金が32百万円増加、利益剰余金が195百万円増加、その他有価証券評

価差額金が594百万円減少、退職給付に係る調整累計額が13百万円増加、為替換算調整勘定が100百万円減少、新株予

約権が19百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比481百万円減の22,000百万円となりました。

 

- 2 -

株式会社アルゴグラフィックス（7595）平成29年3月期第１四半期決算短信



②キャッシュ・フローについて

当第１四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1,321百万円、投資活動により使用した資金43百万円、財務活動により使用した資金249百万円等を加味した結果、

前連結会計年度末に比べ900百万円増加（9.9％増）し、9,978百万円となりました。

（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1,321百万円となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益822百万円、減価償却費23百万円、のれん償却額61百万円、退職給

付に係る負債の増加額49百万円、売上債権の減少額1,448百万円、前渡金の減少額69百万円、前受金の増加額948百万

円、その他の流動負債の増加額385百万円、未払消費税等の増加額27百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金

の減少額217百万円、役員賞与引当金の減少額55百万円、その他の流動資産の増加額62百万円、仕入債務の減少額

1,712百万円、法人税等の支払額496百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は43百万円となりました。

支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出41百万円であります。

（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249百万円となりました。

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54百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の

支払額289百万円であります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

円高の進行により、当社の主要顧客である自動車業界など輸出産業を中心に企業業績の不透明感が強まっておりま

すが、研究開発に対する投資意欲は堅調を維持しており、現時点における当社グループの事業環境にも大きな変化は

なく業績は順調に推移しております。そのため、平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13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

（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１四半期連結会計期間に適用し、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。

この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する運用指針の適用）

「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

半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 10,213,957 11,384,731 

受取手形及び売掛金 8,264,982 6,816,500 

有価証券 2,222,681 2,000,006 

商品 354,088 262,328 

仕掛品 21,745 111,165 

原材料及び貯蔵品 6,589 8,177 

その他 747,210 769,451 

流動資産合計 21,831,254 21,352,360 

固定資産    

有形固定資産 194,745 212,356 

無形固定資産    

のれん 1,671,604 1,567,663 

その他 122,437 117,075 

無形固定資産合計 1,794,042 1,684,739 

投資その他の資産    

投資有価証券 7,631,544 6,750,245 

長期預金 1,200,000 1,200,000 

その他 586,240 550,618 

投資その他の資産合計 9,417,785 8,500,864 

固定資産合計 11,406,573 10,397,959 

資産合計 33,237,828 31,750,320 

負債の部    

流動負債    

買掛金 5,161,582 3,449,290 

未払法人税等 473,542 319,664 

賞与引当金 447,754 230,452 

役員賞与引当金 70,000 15,000 

その他 2,202,800 3,575,918 

流動負債合計 8,355,680 7,590,327 

固定負債    

退職給付に係る負債 1,913,885 1,944,700 

その他 485,559 214,470 

固定負債合計 2,399,445 2,159,170 

負債合計 10,755,125 9,749,497 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,840,269 1,873,136 

資本剰余金 1,947,669 1,980,536 

利益剰余金 15,457,152 15,652,931 

自己株式 △598,333 △598,333 

株主資本合計 18,646,757 18,908,270 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,637,855 2,043,769 

退職給付に係る調整累計額 △195,369 △182,238 

為替換算調整勘定 △94,476 △194,487 

その他の包括利益累計額合計 2,348,009 1,667,043 

新株予約権 20,230 1,116 

非支配株主持分 1,467,706 1,424,392 

純資産合計 22,482,703 22,000,823 

負債純資産合計 33,237,828 31,750,320 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

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

売上高 8,608,229 8,912,784 

売上原価 6,696,236 6,704,593 

売上総利益 1,911,992 2,208,190 

販売費及び一般管理費合計 1,348,484 1,432,873 

営業利益 563,508 775,317 

営業外収益    

受取利息 20,497 20,625 

受取配当金 36,084 51,806 

その他 15,404 1,661 

営業外収益合計 71,986 74,093 

営業外費用    

持分法による投資損失 24,422 29,054 

その他 1,788 5,363 

営業外費用合計 26,210 34,418 

経常利益 609,284 814,991 

特別利益    

新株予約権戻入益 27,572 7,614 

特別利益合計 27,572 7,614 

特別損失    

関係会社出資金売却損 47,405 － 

特別損失合計 47,405 － 

税金等調整前四半期純利益 589,450 822,606 

法人税、住民税及び事業税 250,483 353,713 

法人税等調整額 △27,783 △49,327 

法人税等合計 222,699 304,386 

四半期純利益 366,751 518,220 

非支配株主に帰属する四半期純利益 12,919 3,692 

親会社株主に帰属する四半期純利益 353,832 514,527 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

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

四半期純利益 366,751 518,220 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 245,204 △594,086 

為替換算調整勘定 4,868 △23,462 

退職給付に係る調整額 4,275 13,131 

持分法適用会社に対する持分相当額 △88 △12,048 

その他の包括利益合計 254,259 △616,465 

四半期包括利益 621,011 △98,245 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 609,879 △68,504 

非支配株主に係る四半期包括利益 11,131 △29,741 

 

- 7 -

株式会社アルゴグラフィックス（7595）平成29年3月期第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30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 589,450 822,606 

減価償却費 25,375 23,486 

のれん償却額 28,827 61,687 

新株予約権戻入益 △27,572 △7,614 

関係会社出資金売却損 47,405 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） △212,429 △217,301 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40,000 △55,000 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,340 49,807 

受取利息及び受取配当金 △56,582 △72,431 

持分法による投資損益（△は益） 24,422 29,054 

売上債権の増減額（△は増加） 939,048 1,448,482 

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,842 751 

前渡金の増減額（△は増加） 17,694 69,134 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △98,483 △62,083 

仕入債務の増減額（△は減少） △746,567 △1,712,291 

前受金の増減額（△は減少） 488,780 948,256 

未払消費税等の増減額（△は減少） △145,932 27,299 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 398,539 385,740 

その他 5,025 9,274 

小計 1,304,185 1,748,857 

利息及び配当金の受取額 53,976 68,726 

法人税等の支払額 △573,956 △496,110 

営業活動によるキャッシュ・フロー 784,204 1,321,473 

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 △8,611 △41,626 

長期預金の払戻による収入 300,000 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却によ

る支出 
△40,948 － 

投資有価証券の取得による支出 △13,471 － 

その他 △396 △1,529 

投資活動によるキャッシュ・フロー 236,572 △43,156 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

新株予約権の行使による株式の発行による収入 228,069 54,234 

配当金の支払額 △278,792 △289,051 

非支配株主への配当金の支払額 △20,968 △18,089 

その他 － 3,247 

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,691 △249,658 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,689 △78,128 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,775 950,531 

現金及び現金同等物の期首残高 8,124,397 9,028,466 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,078,172 9,978,997 
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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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