
平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

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

29年3月期第3四半期 19,113 0.8 1,389 △13.3 1,443 △12.6 949 △37.0
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

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3四半期 63.98 ―
28年3月期第3四半期 101.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 40,202 32,418 80.6
28年3月期 40,066 32,054 80.0
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 32,418百万円 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 ： 有

29年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当20円00銭 記念配当20円00銭
配当予想の修正については、本日（平成29年1月30日）公表いたしました「平成29年3月期（第45期）配当予想の修正（創立45周年記念配当）に関するお知らせ」
をご覧ください。

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 ― 20.00 ―
29年3月期（予想） 40.00 60.00

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、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 ： 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

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3Q 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3Q 11,381 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3Q 14,836,854 株 28年3月期3Q 14,837,078 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、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。アジアを中心とする新興国経済の減速感が和らぐにつれ、輸出・生産の持ち直し

や、個人消費の改善が明確となりつつあります。しかしながら、欧州の経済不安や米国の政権移行等に

より、景気の先行き不透明感は増加しました。 

情報サービス業界では、幅広い分野でソフトウェア投資が堅調に推移しました。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ICT技術の戦略的な活用が進められております。 

また通信分野では、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通信量の増

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低調なまま推移しました。 

このような事業環境の中で、当社は受注環境の良好なオープンシステム分野へ積極的に展開し、受注

の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、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。また、新たなビジネスの創出に向け取り組んでいるプロダクト・サービスビ

ジネスにおいて、文教分野向けのソリューション販売に注力し、積極的な受注拡大を図ってまいりまし

た。 

以上の結果、売上高は19,113百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は1,389百万円（前年同期比13.3％

減）、経常利益は1,443百万円（前年同期比12.6％減）、四半期純利益は949百万円（前年同期比37.0％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 

伝送システム関連の売り上げが減少したことにより、売上高は1,464百万円（前年同期比8.9％減）

となりました。 

ロ）モバイルネットワークシステム 

無線基地局関連及び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2,563百万円（前年

同期比16.6％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の売り上げが減少したことにより、売上高は3,410百万円（前年同期比28.3％

減）となりました。 

ニ）オープンシステム 

インターネットビジネス関連及び官公庁向け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10,084百万円（前年同期比16.3％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1,262百万円（前年同期比9.3％減）となりました。 

 

②その他 

自社製品関連の売り上げは増加いたしましたが、その他ソリューション関連の売り上げが減少し
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たことにより、売上高は327百万円（前年同期比3.8％減）となりました。 

 

（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136百万円増加し、40,202百万円となりました。

これは主に、現金及び預金の増加906百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ227百万円減少し、7,784百万円となりました。これは主に、未払法人税

等の減少368百万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363百万円増加し、32,418百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加355百万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 

主要顧客である通信事業者の設備投資は、引き続き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3四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

公表いたしました通期の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3四半期会計期間 
(平成28年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 17,162,145 18,068,639 

売掛金 6,022,441 5,227,963 

有価証券 2,099,710 1,749,966 

仕掛品 68,430 355,599 

その他 986,002 483,591 

貸倒引当金 △600 △500 

流動資産合計 26,338,130 25,885,261 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 4,557,005 4,611,083 

土地 4,709,272 5,179,820 

その他（純額） 167,377 304,446 

有形固定資産合計 9,433,655 10,095,350 

無形固定資産 43,136 44,691 

投資その他の資産    

投資有価証券 634,103 146,004 

その他 3,618,791 4,032,529 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

投資その他の資産合計 4,251,894 4,177,533 

固定資産合計 13,728,685 14,317,575 

資産合計 40,066,816 40,202,836 

負債の部    

流動負債    

買掛金 601,234 746,131 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 478,739 109,942 

賞与引当金 828,890 499,308 

役員賞与引当金 － 115,200 

その他 2,620,138 3,087,121 

流動負債合計 5,029,002 5,057,703 

固定負債    

退職給付引当金 2,318,577 2,275,116 

その他 664,357 451,307 

固定負債合計 2,982,935 2,726,423 

負債合計 8,011,937 7,784,127 

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 15,278,490 

自己株式 △21,130 △21,320 

株主資本合計 32,049,198 32,404,769 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 5,680 13,939 

評価・換算差額等合計 5,680 13,939 

純資産合計 32,054,878 32,418,709 

負債純資産合計 40,066,816 40,202,836 
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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27年4月1日 

  至 平成27年12月31日) 

当第3四半期累計期間 
(自 平成28年4月1日 

  至 平成28年12月31日) 

売上高 18,967,029 19,113,069 

売上原価 14,678,407 14,975,273 

売上総利益 4,288,621 4,137,795 

販売費及び一般管理費 2,685,645 2,748,439 

営業利益 1,602,976 1,389,356 

営業外収益    

受取利息 27,325 33,308 

受取配当金 1,435 1,372 

受取賃貸料 29,242 29,181 

その他 5,315 5,774 

営業外収益合計 63,319 69,638 

営業外費用    

支払利息 2,102 1,600 

賃貸収入原価 12,544 13,665 

営業外費用合計 14,646 15,266 

経常利益 1,651,648 1,443,728 

特別利益    

固定資産売却益 355 451 

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 635,132 451 

特別損失    

固定資産売却損 － 15,400 

固定資産除却損 961 － 

特別損失合計 961 15,400 

税引前四半期純利益 2,285,820 1,428,779 

法人税、住民税及び事業税 318,077 247,708 

法人税等調整額 461,157 231,833 

法人税等合計 779,235 479,542 

四半期純利益 1,506,584 949,236 
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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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Ⅱ 当第3四半期累計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28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 18,785,711 327,358 19,113,069 － 19,113,069

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 2,297 △2,297 － － －

計 18,788,008 325,060 19,113,069 － 19,113,069

セグメント利益又は損失

（△） 
1,405,732 △14,076 1,391,655 △2,299 1,389,356

（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△2,299千円は、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27年4月1日 
至 平成27年12月31日）

当第3四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年12月31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 1,682,610 1,472,017 △12.5 2,120,492 

モバイルネットワークシステム 2,200,315 2,563,165 16.5 2,998,928 

ネットワークマネジメントシステム 4,798,318 3,438,152 △28.3 6,029,800 

オープンシステム 8,706,046 10,094,061 15.9 12,152,127 

組み込みシステム 1,392,322 1,267,299 △9.0 1,873,214 

ソフトウェア開発関連事業 18,779,613 18,834,695 0.3 25,174,564 

その他 305,837 658,860 115.4 537,380 

合  計 19,085,451 19,493,556 2.1 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）

当第3四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年12月31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 1,503,241 1,430,269 △4.9 2,061,056 

モバイルネットワークシステム 2,054,193 2,534,462 23.4 2,941,712 

ネットワークマネジメントシステム 4,276,426 3,482,004 △18.6 5,590,026 

オープンシステム 9,046,690 9,882,287 9.2 12,757,580 

組み込みシステム 1,322,773 1,297,079 △1.9 1,776,224 

ソフトウェア開発関連事業 18,203,324 18,626,102 2.3 25,126,601 

その他 274,617 797,879 190.5 464,523 

合  計 18,477,942 19,423,982 5.1 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）

当第3四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年12月31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 275,108 285,590 3.8 320,166 

モバイルネットワークシステム 424,458 479,118 12.9 507,821 

ネットワークマネジメントシステム 540,366 641,155 18.7 569,429 

オープンシステム 2,063,513 2,162,557 4.8 2,365,135 

組み込みシステム 280,337 286,411 2.2 251,888 

ソフトウェア開発関連事業 3,583,784 3,854,832 7.6 4,014,440 

その他 232,261 653,518 181.4 182,996 

合  計 3,816,045 4,508,350 18.1 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）

当第3四半期累計期間
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年12月31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 1,608,254 1,464,845 △8.9 2,121,012 

モバイルネットワークシステム 2,198,518 2,563,165 16.6 3,002,675 

ネットワークマネジメントシステム 4,759,016 3,410,279 △28.3 6,043,552 

オープンシステム 8,669,587 10,084,864 16.3 12,078,856 

組み込みシステム 1,391,516 1,262,556 △9.3 1,873,416 

ソフトウェア開発関連事業 18,626,893 18,785,711 0.9 25,119,514 

その他 340,135 327,358 △3.8 579,306 

合  計 18,967,029 19,113,069 0.8 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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