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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得情勢が堅調に推移する中、個人消費は底打ちしつ

つありますが、輸出・生産は横ばいで推移しており、景気の先行き不透明感が依然続いております。

   こうした経済状況の下、当社グループのうち、ヘルスケア等ソフトウェア事業が属する介護・福祉・医療分野に

関するソフトウェア業界の事業環境は、医療・介護の財政逼迫と共に、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年」

に向けて、当該サービスの人材不足の問題も深刻化してきており、より効率的な医療介護サービスの提供を行うた

めの手段としてICT化が期待されており、依然成長産業として位置付けられております。

   受託開発等ソフトウェア事業における事業環境は、金融機関等のチャネル系システムや顧客管理システム等を支

援するためのモバイル、クラウド、ビッグデータ技術等の活用を中心としたシステム投資が増えてきており、堅調

に推移しております。

   こうした中、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高につきましては、当社の主力商

品である「ほのぼのＮＥＸＴ」のリプレイスや同商品の関連商品販売に積極的に取り組んだ結果、前年同期を上回

りました。受託開発等ソフトウェア事業においては、金融及び情報通信分野を中心に受注が堅調に推移したことか

ら、前年同期を上回りました。

   利益面につきましては、上記の売上増加に伴い、前年同期を上回りました。

   以上のことから、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は 6,549,385千円（前年同期比 9.4％増）、連結営業

利益は 232,784千円（前年同期比 89.4％増）、連結経常利益は 236,648千円（前年同期比 51.6％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は 102,711千円（前年同期比 306.6％増）となりました。

   なお、セグメント別業績の概要は次の通りです。 

   ①ヘルスケア等ソフトウェア事業

    ヘルスケア等ソフトウェア事業につきましては、主力商品である「ほのぼのＮＥＸＴ」のリプレイスや

「Voicefun」などの関連商品販売が順調だったこと等から、当第２四半期連結累計期間の売上高は 3,097,882千円

（前年同期比 20.8％増）となりました。

   ②受託開発等ソフトウェア事業 

    受託開発等ソフトウェア事業につきましては、金融分野を中心に受注が堅調に推移し、当第２四半期連結累計期

間の売上高は 2,620,191千円（前年同期比 3.2％増）となりました。

   ③ヘルスケアサービス事業 

    ヘルスケアサービス事業につきましては、介護事業部門の受入定員増加に伴う売上増加により、当第２四半期連

結累計期間の売上高は 383,468千円（前年同期比 1.5％増）となりました。

   ④ＡＳＰ事業 

    ＡＳＰ事業につきましては、顧客の利便性の向上やサービスの拡充に努めたものの、一部製品のユーザー数の伸

び悩みにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は447,842千円（前年同期比11.4％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

    当第２四半期連結累計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末（以下「前期末」という。）に

比べ、 33,926千円減少し、 15,687,749千円となりました。

   前述を踏まえた資産、負債及び純資産の詳細につきましては、次のとおりであります。

    資産につきましては、流動資産は 398,667千円増加し、固定資産は 432,594千円の減少となりました。流動資産

の主な増加要因は、預金の増加によるものです。固定資産の主な減少要因は長期性預金の減少によるものです。

    負債につきましては、 7,443,748千円となり、前期末比 146,014千円の増加となりました。流動負債が 5,038千

円増加した主な要因は1年内返済予定の長期借入金の増加によるものです。固定負債が140,976千円増加した主な要

因は、長期前受収益及び長期借入金が増加したこと等によります。

    純資産につきましては 8,244,000千円となり前期末比 179,940千円の減少となりました。主な要因は自己株式の

増加等によるものです。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

    連結業績予想につきましては、平成28年５月12日の「平成29年３月期 決算短信［日本基準］（連結）」で公表

いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 
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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。

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった

株式会社ネットウィンは清算結了したため、連結の範囲から除外しております。ただし、清算結了までの損益計算

書は連結しております。

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算）

 当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

 

（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

（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。

 これによる損益に与える影響は軽微であります。

 

会計上の見積りの変更 

 該当事項はありません。

 

修正再表示

 該当事項はありません。

 

（４）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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,089,949 8,387,193 

受取手形及び売掛金 3,633,310 2,707,324 

商品 53,683 38,518 

仕掛品 27,983 71,254 

貯蔵品 57,568 16,316 

その他 476,127 516,138 

貸倒引当金 △1,539 △996 

流動資産合計 11,337,082 11,735,750 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 733,883 749,388 

減価償却累計額 △230,337 △182,382 

建物及び構築物（純額） 503,545 567,005 

土地 38,039 38,039 

その他 530,961 547,837 

減価償却累計額 △306,695 △324,756 

その他（純額） 224,266 223,080 

有形固定資産合計 765,851 828,126 

無形固定資産    

のれん 822,661 751,583 

ソフトウエア 998,047 1,042,162 

ソフトウエア仮勘定 439,909 415,093 

その他 6,419 6,738 

無形固定資産合計 2,267,038 2,215,577 

投資その他の資産    

投資有価証券 183,460 197,246 

その他 1,168,241 711,047 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 1,351,702 908,294 

固定資産合計 4,384,592 3,951,998 

資産合計 15,721,675 15,687,749 
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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２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 430,318 316,717 

1年内返済予定の長期借入金 23,328 68,328 

未払法人税等 264,894 129,964 

前受金 153,994 172,068 

前受収益 1,473,029 1,505,916 

賞与引当金 407,327 467,018 

役員賞与引当金 20,300 17,247 

その他 937,432 1,038,400 

流動負債合計 3,710,624 3,715,662 

固定負債    

長期借入金 38,896 102,232 

長期前受収益 2,692,593 2,752,753 

退職給付に係る負債 478,754 511,451 

役員退職慰労引当金 192,921 195,053 

その他 183,945 166,597 

固定負債合計 3,587,110 3,728,086 

負債合計 7,297,734 7,443,748 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,281,308 1,283,827 

資本剰余金 1,382,488 1,385,007 

利益剰余金 5,693,077 5,619,900 

自己株式 △12,184 △132,201 

株主資本合計 8,344,690 8,156,534 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,724 1,173 

退職給付に係る調整累計額 △109,667 △103,913 

その他の包括利益累計額合計 △107,942 △102,740 

新株予約権 38,213 36,456 

非支配株主持分 148,979 153,750 

純資産合計 8,423,940 8,244,000 

負債純資産合計 15,721,675 15,687,749 
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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２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 5,986,668 6,549,385 

売上原価 3,928,682 4,241,415 

売上総利益 2,057,985 2,307,969 

販売費及び一般管理費 1,935,081 2,075,184 

営業利益 122,904 232,784 

営業外収益    

受取利息 4,965 1,814 

受取配当金 603 643 

保険解約返戻金 32,031 － 

業務受託料 － 3,240 

その他 7,464 5,209 

営業外収益合計 45,065 10,906 

営業外費用    

支払利息 5,346 5,436 

売上債権売却損 2,936 408 

その他 3,561 1,197 

営業外費用合計 11,844 7,042 

経常利益 156,124 236,648 

特別利益    

固定資産売却益 - 74 

新株予約権戻入益 260 585 

特別利益合計 260 659 

特別損失    

固定資産除却損 1,436 1,774 

固定資産売却損 － 250 

投資有価証券評価損 5,331 － 

ソフトウエア除却損 － 30,799 

特別損失合計 6,768 32,825 

税金等調整前四半期純利益 149,617 204,483 

法人税、住民税及び事業税 103,161 93,701 

四半期純利益 46,455 110,781 

非支配株主に帰属する四半期純利益 21,191 8,070 

親会社株主に帰属する四半期純利益 25,263 102,711 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益 46,455 110,781 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △3,392 △550 

退職給付に係る調整額 △75,707 5,753 

その他の包括利益合計 △79,100 5,202 

四半期包括利益 △32,644 115,983 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,836 107,913 

非支配株主に係る四半期包括利益 21,191 8,070 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年９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 149,617 204,483 

減価償却費 326,738 347,610 

のれん償却額 70,966 71,078 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164 △543 

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,047 59,691 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,548 △3,052 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,546 2,131 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28,038 40,970 

受取利息及び受取配当金 △5,568 △2,457 

支払利息 5,346 5,436 

売上債権の増減額（△は増加） 654,106 925,985 

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,608 13,145 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,628 △113,600 

前受金の増減額（△は減少） △80,300 18,074 

前受収益の増減額（△は減少） 49,563 33,306 

長期前受収益の増減額（△は減少） △199,769 60,159 

その他 △478,435 51,149 

小計 348,851 1,713,570 

利息及び配当金の受取額 5,572 2,459 

利息の支払額 △7,004 △4,415 

法人税等の還付額 8,627 － 

法人税等の支払額 △349,463 △232,752 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,583 1,478,863 

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 △182,800 △721,000 

有形固定資産の取得による支出 △50,937 △111,280 

無形固定資産の取得による支出 △597,806 △309,524 

投資有価証券の取得による支出 － △14,920 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△176,384 － 

その他 150,909 456 

投資活動によるキャッシュ・フロー △857,018 △1,156,268 

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 110,000 － 

短期借入金の返済による支出 △80,000 － 

長期借入れによる収入 － 135,000 

長期借入金の返済による支出 △71,400 △26,664 

株式の発行による収入 5,584 3,866 

自己株式の取得による支出 － △120,016 

配当金の支払額 △307,314 △175,888 

非支配株主への配当金の支払額 △3,300 △3,300 

その他 △17,762 △8,348 

財務活動によるキャッシュ・フロー △364,192 △195,351 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,214,627 127,243 

現金及び現金同等物の期首残高 6,760,011 5,787,933 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,545,383 5,915,177 
 

- 8 -

エヌ・デーソフトウェア㈱　(3794)　平成29年３月期第２四半期決算短信



（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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