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(百万円未満切捨て)

１．2020年２月期第１四半期の連結業績（2019年３月１日～2019年５月31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 ％

2020年２月期第１四半期 2,785 17.5 3 ― 6 ― 11 ―
2019年２月期第１四半期 2,370 △9.3 △63 ― △59 ― △75 ―

(注) 包括利益 2020年２月期第１四半期 40百万円( ―％) 2019年２月期第１四半期 △44百万円( ―％)
　

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

2020年２月期第１四半期 0.64 0.63
2019年２月期第１四半期 △4.18 ―

　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年２月期第１四半期 8,673 2,961 33.0 158.10
2019年２月期 8,798 2,970 32.2 156.99

(参考) 自己資本 2020年２月期第１四半期 2,865百万円 2019年２月期 2,830百万円
　　

　

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

2019年２月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

2020年２月期 ―

2020年２月期(予想) 3.00 ― 3.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年２月期の連結業績予想（2019年３月１日～2020年２月29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) 6,000 △3.6 120 △52.3 120 △53.0 80 △47.8 4.42

通期 13,000 4.4 550 19.7 550 17.8 350 72.4 19.33
(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 ： 無

（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) 2020年２月期１Ｑ 18,127,200株 2019年２月期 18,030,400株

② 期末自己株式数 2020年２月期１Ｑ 304株 2019年２月期 304株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年２月期１Ｑ 18,062,363株 2019年２月期１Ｑ 18,012,596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ございません。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。業績予測の前提となる条件及び業績予測のご利用にあ
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）連結業績予測な
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） 2019年06月25日 16時32分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ(2354) 2020年２月期 第１四半期決算短信

― 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 ……………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………… 7

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動） ……………………………………… 7

（追加情報） ………………………………………………………………………………………… 7

　

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 12時47分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ(2354) 2020年２月期 第１四半期決算短信

― 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

① 2020年２月期 第１四半期連結累計期間の概況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に足踏みがみられ力強さに欠ける状況で推

移しており、米中貿易摩擦の激化への懸念等により、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの属する情報サービス業界では、企業の生産性向上や新たな付加価値の創出に向け、クラウドや

ビッグデータ、ＩｏＴ、ＡＩ等の技術を活用した設備投資やＩＴ投資は、堅調に推移しております。

このような環境の中で、当社グループでは、2019年度から2021年度までの中期経営計画「デジタル社会のリー

ディングカンパニー」を策定し、そのスタートの年として、デジタル・トランスフォーメーションが加速してい

く中、お客様や社会のデジタルソリューションを実現するブランド企業の地位を確固たるものとするため、成

長・収益・経営の３つの基盤強化に努めるとともに、堅調なＩＴ投資需要の確実な受注獲得に向けて取り組んで

おります。

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は27億85百万円（対前年同四半期比17.5%増）となり

ました。利益面では、売上高の増加により、営業利益３百万円（前年同四半期は営業損失63百万円）、経常利益

６百万円（前年同四半期は経常損失59百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益11百万円（前年同四半期は

親会社株主に帰属する四半期純損失75百万円）となり、前年同四半期に比べ大幅に改善いたしました。

なお、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたYE DIGITAL,Inc.（米国）を、当第１四半期連結会計期

間より連結の範囲に含めております。

　

② 事業別の状況

〔ＩｏＴソリューション事業〕

当事業では、発電監視システム、インターネット・セキュリティ関連製品は前年同期に比べ減少しましたが、

倉庫物流や生産ライン管理等のＦＡシステム構築、メカトロ機器向けソフト開発、製品組込ソフト開発は増加

しました。

その結果、売上高は８億30百万円（対前年同四半期比13.3%増）となりました。

　

〔ビジネスソリューション事業〕

当事業では、健康保険者向けシステム構築、移動体通信事業者向け開発は前年同期に比べ減少しましたが、

安川電機グループのＩＴ投資、企業向け基幹システム開発、ＥＲＰソリューションは増加しました。

その結果、売上高は19億55百万円（同19.4%増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は57億75百万円（前連結会計年度末比１億92百万円減）となりまし

た。これは、主として受取手形及び売掛金が16億53百万円減少したこと、現金及び預金が10億95百万円増加した

こと、仕掛品が３億41百万円増加したこと等によるものです。

固定資産は28億97百万円（同66百万円増）となりました。これは、投資その他の資産のその他が89百万円増加

したこと、無形固定資産が９百万円減少したこと、有形固定資産が６百万円減少したこと、繰延税金資産が６百

万円減少したことによるものです。

この結果、資産合計は86億73百万円（同１億25百万円減）となりました。

② 負債

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は25億27百万円（同95百万円減）となりました。これは、支払手形及

び買掛金が２億42百万円減少したこと、未払法人税等が２億36百万円減少したこと、未払費用が３億63百万円増

加したこと等によるものです。

固定負債は31億83百万円（同22百万円減）となりました。これは、退職給付に係る負債が12百万円減少したこ

と、その他が10百万円減少したことによるものです。

この結果、負債合計は57億11百万円（同１億17百万円減）となりました。
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③ 純資産

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は29億61百万円（同８百万円減）となりました。これは、主として

利益剰余金が50百万円減少したこと、新株予約権が42百万円減少したこと、資本金が29百万円増加したこと、資

本剰余金が29百万円増加したこと、退職給付に係る調整累計額が27百万円増加したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね予定通りに推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期の業績につ

きましても、現時点では、2019年３月29日に発表いたしました業績予想と変更はございません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

　

　

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 12時47分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ(2354) 2020年２月期 第１四半期決算短信

― 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
(2019年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,029,051 3,124,766

受取手形及び売掛金 3,064,302 1,410,941

電子記録債権 171,843 198,379

商品及び製品 14,129 40,004

仕掛品 508,867 850,459

原材料及び貯蔵品 10,486 9,962

その他 169,609 141,238

貸倒引当金 △410 △234

流動資産合計 5,967,880 5,775,517

固定資産

有形固定資産 851,999 845,359

無形固定資産 499,470 489,740

投資その他の資産

繰延税金資産 1,219,788 1,213,719

その他 259,493 348,759

投資その他の資産合計 1,479,281 1,562,478

固定資産合計 2,830,751 2,897,578

資産合計 8,798,632 8,673,095

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 921,945 678,967

未払費用 1,150,704 1,514,680

未払法人税等 236,625 501

役員賞与引当金 7,500 2,500

その他 305,491 330,459

流動負債合計 2,622,268 2,527,109

固定負債

退職給付に係る負債 2,897,564 2,885,357

その他 308,680 298,633

固定負債合計 3,206,244 3,183,991

負債合計 5,828,512 5,711,100

純資産の部

株主資本

資本金 673,257 702,721

資本剰余金 327,257 356,721

利益剰余金 2,360,568 2,310,253

自己株式 △99 △99

株主資本合計 3,360,983 3,369,597

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,693 11,458

為替換算調整勘定 ― △809

退職給付に係る調整累計額 △542,204 △514,322

その他の包括利益累計額合計 △530,510 △503,673

新株予約権 128,484 85,990

非支配株主持分 11,162 10,080

純資産合計 2,970,119 2,961,995

負債純資産合計 8,798,632 8,673,095
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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 2018年３月１日
　至 2018年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

売上高 2,370,388 2,785,988

売上原価 1,704,246 2,019,585

売上総利益 666,142 766,402

販売費及び一般管理費 729,250 762,473

営業利益又は営業損失（△） △63,107 3,929

営業外収益

受取利息 0 5

受取配当金 ― 500

仕入割引 93 869

為替差益 ― 212

保険解約返戻金 4,014 ―

消費税等差額 658 692

その他 102 0

営業外収益合計 4,868 2,280

営業外費用

支払利息 ― 7

売上債権売却損 193 152

為替差損 219 ―

保険解約損 588 ―

営業外費用合計 1,001 159

経常利益又は経常損失（△） △59,240 6,051

特別損失

固定資産除却損 313 0

特別損失合計 313 0

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△59,553 6,051

法人税、住民税及び事業税 4,771 △307

法人税等調整額 10,012 △6,109

法人税等合計 14,784 △6,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,337 12,468

非支配株主に帰属する四半期純利益 904 918

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△75,242 11,549
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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 2018年３月１日
　至 2018年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △74,337 12,468

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,573 △235

為替換算調整勘定 ― 21

退職給付に係る調整額 31,172 27,882

その他の包括利益合計 29,598 27,668

四半期包括利益 △44,739 40,136

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △45,644 39,218

非支配株主に係る四半期包括利益 904 918
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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。

（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、重要な子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間において、非連結子会社で

あったYE DIGITAL,Inc.については、今後米国市場の戦略上の拠点として重要性が高まることが見込まれるため、

連結の範囲に含めております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『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。

決算短信（宝印刷） 2019年06月24日 12時47分 7ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）


	2020年2月期第1四半期決算短信（サマリー）201906251633ドラフト.pdf
	2020年2月期第1四半期決算短信（添付資料）ドラフト201906241248.pdf

