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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6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 ％

31年3月期第1四半期 2,152 0.7 43 △17.9 60 △6.0 77 110.7

30年3月期第1四半期 2,137 1.2 52 196.3 64 152.2 36 184.1

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　119百万円 （76.9％） 30年3月期第1四半期　　67百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 9.41 ―

30年3月期第1四半期 4.41 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 4,692 3,160 67.4

30年3月期 5,497 3,188 58.0

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 3,160百万円 30年3月期 3,188百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 18.00 18.00

（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31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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）

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

第2四半期(累計) 5,018 9.2 320 21.4 340 20.4 250 38.1 29.75

通期 10,350 6.6 730 3.6 760 2.7 510 7.7 60.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 31年3月期1Q 9,210,960 株 30年3月期 9,210,960 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 1,008,494 株 30年3月期 1,008,494 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 8,202,466 株 30年3月期1Q 8,318,950 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、実際の業績は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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、雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推

移しましたが、米国政権の不安定な政策運営により先行きは不透明な状況が続いております。

当社が属する情報サービス業界は、政府の成長戦略を受けた「ＩｏＴ」や「ビッグデータ」等によるＩＴ利活用

の高度化、多様化による需要増加が見込まれており、ＩＴ人材の確保、育成への対策が求められています。

当第１四半期連結累計期間では、クレジット、銀行、製造向けの減少を保険、公共企業、官庁自治体向けがカバ

ーしたことにより、売上高は2,152百万円（前年同期比0.7％増）と微増となりました。

営業利益は、外注費及び東証第二部への市場変更による費用等で販管費が増加したことにより、43百万円（前年

同期比17.9％減）、経常利益は60百万円（前年同期比6.0％減）と減益となりましたが、親会社株主に帰属する四半

期純利益は、特別利益として受取保険金を計上したことにより、77百万円（前年同期比110.7％増）と大幅な増益と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金の回収等による流動資産の減少785百万円、償却等による有形

固定資産の減少10百万円、のれんの償却等による無形固定資産の減少9百万円等により、前連結会計年度末に比べ

て804百万円減少し4,692百万円となりました。

　負債合計は、借入金の返済による短期借入金の減少及び買掛金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ

て776百万円減少し1,532百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による増加77百万円、有価証券評価差額金の増加41百万

円、剰余金の配当による減少147百万円等により、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、3,160百万円となりま

した。

　以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の58.0％から9.4ポイント上昇し67.4％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

平成31年３月期の第２四半期累計期間並びに通期の連結業績につきましては、平成30年５月11日付「平成30年３

月期決算短信」で開示いたしました業績予想を変更しておりません。

今後、業績予想に変更等が生じる場合は、速やかに開示いたします。
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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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,240,807 1,398,529

受取手形及び売掛金 2,620,889 1,506,888

仕掛品 58,402 213,858

その他 57,764 72,211

貸倒引当金 △2,598 △1,496

流動資産合計 3,975,264 3,189,991

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 335,415 335,237

減価償却累計額 △137,492 △144,485

建物及び構築物（純額） 197,922 190,752

工具、器具及び備品 208,193 210,270

減価償却累計額 △122,878 △128,355

工具、器具及び備品（純額） 85,314 81,915

土地 32,998 32,998

その他 8,347 8,347

減価償却累計額 △7,425 △7,562

その他（純額） 922 785

有形固定資産合計 317,157 306,451

無形固定資産

のれん 142,504 134,121

ソフトウエア 35,332 32,554

その他 7,113 8,444

無形固定資産合計 184,950 175,121

投資その他の資産

投資有価証券 644,139 704,701

繰延税金資産 99,927 40,369

敷金及び保証金 224,217 225,600

退職給付に係る資産 14,418 13,376

その他 37,487 37,312

投資その他の資産合計 1,020,190 1,021,360

固定資産合計 1,522,298 1,502,933

資産合計 5,497,563 4,692,924
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 404,707 332,276

短期借入金 400,000 -

未払法人税等 213,772 11,716

賞与引当金 220,128 137,921

受注損失引当金 2,500 -

その他 542,019 526,970

流動負債合計 1,783,127 1,008,885

固定負債

退職給付に係る負債 413,782 411,176

資産除去債務 90,971 91,146

その他 21,000 21,000

固定負債合計 525,754 523,322

負債合計 2,308,881 1,532,207

純資産の部

株主資本

資本金 459,237 459,237

資本剰余金 61,191 61,191

利益剰余金 2,729,948 2,659,527

自己株式 △349,863 △349,863

株主資本合計 2,900,512 2,830,091

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 264,377 305,964

退職給付に係る調整累計額 23,791 24,660

その他の包括利益累計額合計 288,168 330,625

純資産合計 3,188,681 3,160,717

負債純資産合計 5,497,563 4,692,924
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 2,137,299 2,152,612

売上原価 1,662,003 1,683,181

売上総利益 475,296 469,430

販売費及び一般管理費 422,377 426,010

営業利益 52,919 43,420

営業外収益

受取配当金 8,827 9,101

助成金収入 - 5,000

その他 2,992 3,121

営業外収益合計 11,820 17,222

営業外費用

支払利息 199 141

支払手数料 165 -

営業外費用合計 364 141

経常利益 64,374 60,501

特別利益

受取保険金 - 62,000

特別利益合計 - 62,000

税金等調整前四半期純利益 64,374 122,501

法人税、住民税及び事業税 1,145 4,458

法人税等調整額 26,579 40,820

法人税等合計 27,725 45,278

四半期純利益 36,648 77,223

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 36,648 77,223
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 36,648 77,223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28,810 41,587

退職給付に係る調整額 2,196 868

その他の包括利益合計 31,006 42,456

四半期包括利益 67,655 119,679

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,655 119,679

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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