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(百万円未満切捨て)

１．平成３０年３月期第２四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）
（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第２四半期 1,283 △0.4 138 198.3 143 176.4 106 353.9

29年３月期第２四半期 1,287 △5.9 46 △40.5 51 △53.6 23 △33.9

(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 131百万円 ( 979.0％) 29年３月期第２四半期 12百万円 ( ―％)

　

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

30年３月期第２四半期 20.53 ―

29年３月期第２四半期 4.52 ―
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 2,406 1,793 74.5

29年３月期 2,237 1,677 75.0

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 1,793百万円 　29年３月期 1,677百万円

　

２．配当の状況

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

　29年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

　30年３月期 ― 0.00

　30年３月期(予想) ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成３０年３月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 2,700 6.0 230 31.1 235 29.8 170 36.6 32.83

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 社 (社名) 、除外 １社 (社名) キャデム株式会社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期２Ｑ 5,184,140株 29年３月期 5,184,140株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 6,289株 29年３月期 6,244株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 5,177,866株 29年３月期２Ｑ 5,177,896株

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

　

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）連結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。

　

　

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 18時21分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アンドール株式会社(4640) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………８

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………９

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………９

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………９

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動） …………………………………………９

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………９

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 18時21分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アンドール株式会社(4640) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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我が国の経済は、金融資本市場の変動や海外における地政学的リスクの顕

在化等の懸念材料があったものの、公共投資の拡充や設備投資の持ち直しを背景に、穏やかな回復基調で推移い

たしました。

　このような状況のもと、当社グループは、独自のソリューションで主に日本の代表的な基幹産業の自動車・重

工業・精密機器や電気機器等の設計の礎となるCAD設計から、アプリケーションソフト開発、カスタマイジング、

保守運用に至るまで総合エンジニアリングサービスで多様化するお客様のニーズにお応えする事業を推進してお

ります。

　当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高は1,283,062千円（前年同期比0.4％減）となりましたが、

営業利益が138,479千円（前年同期比198.3％増）、経常利益は143,025千円（前年同期比176.4％増）となりまし

た。

　投資有価証券売却益13,813千円、法人税、住民税及び事業税53,913千円、法人税等調整額△3,387千円等を計

上し、親会社株主に帰属する四半期純利益は106,313千円（前年同期比353.9％増）となりました。

セグメントごとの業績は下記のようになっております。

Ⅰ プロダクツ事業

　自社の開発商品であるソフトウェア、附帯するハードウェア機器を販売し、導入・保守・運用を行っておりま

す。

　パッケージソフト開発・販売としては、２次元CADソフト「CADSUPER」ならびに「CADSUPER Lite」、３次元

CADシステム「CADSUPER Works」、2.5次元CAMソフト「CAMCORE EX」等のCAD/CAM関連製品を主力製品として取り

扱っております。

　システム商品販売としては、自社開発製品をベースに他社との協業でのトータルソリューション製品を販売

し、お客様のニーズに適合するシステムを提供することによりお客様指向、問題解決指向型の提案営業を行って

おります。３Ｄプリンタ関連事業につきましては機器販売と造形サービスの相乗効果による提案を実施しており

ます。

　導入運用サービスとしては、自社製品販売に伴う導入・保守・運用・サポート収入が主体であります。

　利益率の高い自社製品売上高が伸長したこと等により、この事業の売上高は305,452千円（前年同期比5.6％

増）となり、営業利益は65,809千円（前年同期比82.8％増）となりました。

Ⅱ エンジニアリング事業

　業務系・制御系・LSI設計・回路設計・機械設計等の豊富な経験を持つ技術者が、受託開発からアウトソーシ

ング・技術者派遣まで、ソフトウェア分野からCAD技術を活かした設計サービス分野において、総合エンジニア

リングサービスを行っております。

　受注予定案件からの選択受注を行い、プロジェクト管理の徹底、契約条件の見直し等利益水準の向上に努めた

ため、この事業の売上高は967,254千円（前年同期比2.0％減）となり、営業利益は67,557千円（前年同期比

1,203.2%増）となりました。

Ⅲ 不動産事業

　不動産の賃貸料を売上高に計上しております。

　この事業の売上高は10,356千円（前年同期比10.2％減）となり、営業利益は5,112千円（前年同期比2.4％減）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少（382,607千円から362,617千円へ）

19,989千円、ソフトウェアの減少（103,642千円から77,595千円へ）26,046千円等があったものの、現金及び預

金の増加（853,037千円から994,620千円へ）141,583千円、預け金の増加（156,410千円から183,034千円へ）

26,623千円、ソフトウェア仮勘定の増加（6,841千円から38,944千円へ）32,103千円、投資有価証券の増加

（263,965千円から287,481千円へ）23,516千円等により、前連結会計年度末に比べ169,501千円増加の2,406,841

千円となりました。

　負債は、支払手形及び買掛金の減少（56,589千円から44,186千円へ）12,403千円、役員退職慰労引当金の減少

（10,558千円から6,358千円へ）4,200千円等があったものの、未払法人税等の増加（33,020千円から59,610千円

へ）26,589千円、賞与引当金の増加（58,829千円から70,632千円へ）11,803千円、退職給付に係る負債の増加

（192,229千円から204,571千円へ）12,341千円等により、前連結会計年度末に比べ53,221千円増加の613,493千

円となりました。

　純資産は、配当金の総額15,533千円等があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上106,313千
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円、その他有価証券評価差額金の増加（60,617千円から86,139千円へ）25,522千円により、前連結会計年度末に

比べ116,280千円増加の1,793,347千円となり、自己資本比率は74.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきまして、平成29年8月10日公表の予想値を修正いたしました。

詳細は本日(平成29年11月13日)公表の「第２四半期連結業績予想と実績値の差異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。

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来の予想に対する記述は、本資料の発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり

ます。

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 18時21分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アンドール株式会社(4640) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 4 ―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 853,037 994,620

受取手形及び売掛金 382,607 362,617

商品及び製品 503 593

仕掛品 1,214 3,083

貯蔵品 4,500 3,618

預け金 156,410 183,034

繰延税金資産 26,156 31,005

その他 36,380 50,273

流動資産合計 1,460,809 1,628,846

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 118,687 116,362

土地 189,346 189,346

その他（純額） 1,406 1,705

有形固定資産合計 309,440 307,413

無形固定資産

ソフトウエア 103,642 77,595

ソフトウエア仮勘定 6,841 38,944

その他 3,219 3,219

無形固定資産合計 113,703 119,760

投資その他の資産

投資有価証券 263,965 287,481

破産更生債権等 698 698

長期貸付金 110 80

繰延税金資産 56,015 44,314

その他 40,520 26,170

貸倒引当金 △7,923 △7,923

投資その他の資産合計 353,386 350,821

固定資産合計 776,530 777,995

資産合計 2,237,339 2,406,841
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 56,589 44,186

未払法人税等 33,020 59,610

前受金 92,134 101,428

賞与引当金 58,829 70,632

その他 114,968 125,146

流動負債合計 355,542 401,005

固定負債

役員退職慰労引当金 10,558 6,358

退職給付に係る負債 192,229 204,571

その他 1,941 1,558

固定負債合計 204,729 212,488

負債合計 560,272 613,493

純資産の部

株主資本

資本金 501,889 501,889

利益剰余金 1,116,449 1,207,228

自己株式 △1,888 △1,910

株主資本合計 1,616,450 1,707,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 60,617 86,139

その他の包括利益累計額合計 60,617 86,139

純資産合計 1,677,067 1,793,347

負債純資産合計 2,237,339 2,406,841
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 1,287,722 1,283,062

売上原価 1,022,923 928,976

売上総利益 264,798 354,085

販売費及び一般管理費 218,370 215,606

営業利益 46,428 138,479

営業外収益

受取利息 242 266

受取配当金 4,294 3,520

固定資産賃貸料 702 702

雑収入 153 135

営業外収益合計 5,392 4,623

営業外費用

支払利息 81 76

雑損失 1 1

営業外費用合計 82 78

経常利益 51,739 143,025

特別利益

投資有価証券売却益 4,816 13,813

特別利益合計 4,816 13,813

特別損失

投資有価証券評価損 20,453 -

特別損失合計 20,453 -

税金等調整前四半期純利益 36,101 156,839

法人税、住民税及び事業税 15,080 53,913

法人税等調整額 △2,402 △3,387

法人税等合計 12,677 50,526

四半期純利益 23,423 106,313

親会社株主に帰属する四半期純利益 23,423 106,313
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 23,423 106,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,205 25,522

その他の包括利益合計 △11,205 25,522

四半期包括利益 12,218 131,835

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,218 131,835
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 36,101 156,839

減価償却費 33,336 29,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,261 △4,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11,071 12,341

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,129 11,803

受取利息及び受取配当金 △4,537 △3,786

支払利息 81 76

投資有価証券評価損益（△は益） 20,453 -

投資有価証券売却損益（△は益） △4,816 △13,813

売上債権の増減額（△は増加） 60,401 19,989

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,786 △1,076

仕入債務の増減額（△は減少） △27,161 △7,921

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,844 6,038

前払費用の増減額（△は増加） △1,621 △5,372

その他の資産の増減額（△は増加） △68,699 △35,073

その他の負債の増減額（△は減少） 2,749 15,779

小計 60,169 180,687

利息及び配当金の受取額 4,537 3,786

利息の支払額 △81 △76

法人税等の支払額 △49,561 △27,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,064 157,073

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 △555 △8,138

無形固定資産の取得による支出 △35,343 △32,237

投資有価証券の取得による支出 △8,598 △8,688

投資有価証券の売却による収入 16,074 34,748

貸付金の回収による収入 30 30

その他 561 13,896

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,831 △390

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 - △21

配当金の支払額 △15,123 △15,077

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,123 △15,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,890 141,583

現金及び現金同等物の期首残高 800,456 853,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 772,566 994,620
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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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

第１四半期連結会計期間において、当社の100%連結子会社であるキャデム株式会社は、当社を存続会社とする

吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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)

１．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

合計

プロダクツ事業
エンジニアリン

グ事業
不動産事業 計

売上高

外部顧客への売上高 289,159 987,028 11,533 1,287,722 1,287,722

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 289,159 987,028 11,533 1,287,722 1,287,722

セグメント利益 36,006 5,183 5,238 46,428 46,428

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．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

合計

プロダクツ事業
エンジニアリン

グ事業
不動産事業 計

売上高

外部顧客への売上高 305,452 967,254 10,356 1,283,062 1,283,062

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 305,452 967,254 10,356 1,283,062 1,283,062

セグメント利益 65,809 67,557 5,112 138,479 138,479

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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