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1. 平成28年3月期第1四半期の業績（平成27年4月1日～平成27年6月30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 ％

28年3月期第1四半期 6,272 16.2 694 138.4 708 128.7 467 151.6
27年3月期第1四半期 5,400 △5.9 291 △39.9 309 △39.7 185 △38.8

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

28年3月期第1四半期 31.50 ―
27年3月期第1四半期 12.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 38,988 30,810 79.0
27年3月期 40,360 30,941 76.7
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 30,810百万円 27年3月期 30,941百万円

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 ： 無

（注）27年3月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 20円00銭

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

27年3月期 ― 20.00 ― 40.00 60.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3. 平成28年 3月期の業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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）

（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

第2四半期(累計) 12,400 6.6 1,000 8.1 1,030 5.8 650 7.4 43.81
通期 25,500 2.7 2,300 15.6 2,350 12.9 1,550 △11.6 104.47



(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

(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 ： 無
②①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） 28年3月期1Q 14,848,200 株 27年3月期 14,848,200 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 11,165 株 27年3月期 10,983 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 14,837,167 株 27年3月期1Q 14,837,890 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1四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善と公共投資に支えられ、回復基調と

なりました。しかしながら輸出や生産の動きは弱く、また物価上昇に伴う実質所得の減少傾向等から個

人消費は低迷しており、景気回復のペースは緩慢なものとなりました。 

情報通信業界では、最先端のICTがスマートエネルギー、スマートモビリティ、ヘルスケア等様々な

分野でイノベーションを促進しており、企業はこうした次世代サービスへのICT投資を拡大させており

ます。また、通信事業者はスマートデバイスやクラウドサービスの普及に伴うネットワークトラフィッ

クの増加への対応や、ICT基盤の高度化を進めております。しかしながら通信事業者の設備投資は、国

内通信網について効率化していく方向にあり、当社にとっては厳しい事業環境が続いております。更に、

ソフトウェア開発事業においては、短納期化や低コスト化の要求が引き続き厳しさを増しており、これ

らの変化にいかに対応していくかが課題となっております。 

このような事業環境の中で、当社はICT投資の拡大が続いている金融、エネルギー、官公庁、サービ

ス分野へ積極的に展開し、受注の拡大を図ってまいりました。また、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。 

以上の結果、売上高は6,272百万円（前年同期比16.2％増）、営業利益は694百万円（前年同期比138.4％

増）、経常利益は708百万円（前年同期比128.7％増）、四半期純利益は467百万円（前年同期比151.6％増）

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 

次世代ネットワーク（NGN）関連及び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594百万円（前年同期比38.7％減）となりました。 

ロ）モバイルネットワークシステム 

第4世代移動体通信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754百万円（前年同

期比18.6％減）となりました。 

ハ）ネットワークマネジメントシステム 

モバイル網インフラ関連の売り上げは減少いたしましたが、固定網インフラ関連の売り上げが増

加したことにより、売上高は1,678百万円（前年同期比13.3％増）となりました。 

ニ）オープンシステム 

官公庁向けシステム関連及びエネルギー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2,617百万円（前年同期比60.0％増）となりました。 

ホ）組み込みシステム 

複合機関連及びスマートメーター関連の売り上げが増加したことにより、売上高は464百万円（前

年同期比54.4％増）となりました。 
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②その他 

企業向けSI関連及び自社製品関連の売り上げが増加したことにより、売上高は163百万円（前年同

期比91.4％増）となりました。 

 

（2）財政状態に関する説明 

当第1四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ1,372百万円減少し、38,988百万円となりまし

た。これは主に、売掛金の減少1,696百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ1,241百万円減少し、8,177百万円となりました。これは主に、賞与引当

金の減少526百万円、未払法人税等の減少326百万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130百万円減少し、30,810百万円となりました。 

 

（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、全体として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1四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27年5月11日に

公表いたしました業績予想に変更はありません。 
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2．四半期財務諸表
（1）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年3月31日) 
当第1四半期会計期間 
(平成27年6月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 15,526,716 16,507,698 

売掛金 7,417,652 5,720,818 

有価証券 1,951,488 1,451,477 

仕掛品 57,885 137,806 

その他 1,950,774 1,784,905 

貸倒引当金 △700 △500 

流動資産合計 26,903,816 25,602,205 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 4,762,131 4,712,401 

土地 4,756,706 4,756,706 

その他（純額） 161,649 153,356 

有形固定資産合計 9,680,487 9,622,464 

無形固定資産 32,154 40,654 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,197,395 1,191,289 

その他 2,547,513 2,532,471 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

投資その他の資産合計 3,743,908 3,722,761 

固定資産合計 13,456,550 13,385,879 

資産合計 40,360,366 38,988,085 

負債の部    

流動負債    

買掛金 670,545 500,981 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 364,711 38,251 

賞与引当金 811,433 284,834 

役員賞与引当金 - 26,000 

その他 2,892,208 2,694,331 

流動負債合計 5,238,897 4,044,398 

固定負債    

退職給付引当金 3,924,877 3,877,060 

その他 255,466 256,050 

固定負債合計 4,180,343 4,133,111 

負債合計 9,419,241 8,177,510 

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 13,795,518 13,669,431 

自己株式 △20,609 △20,932 

株主資本合計 30,922,509 30,796,099 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 18,615 14,475 

評価・換算差額等合計 18,615 14,475 

純資産合計 30,941,125 30,810,575 

負債純資産合計 40,360,366 38,988,085 

 

(株)アルファシステムズ(4719) 平成28年3月期 第1四半期決算短信

- 4 -



（2）四半期損益計算書

（第1四半期累計期間）
    （単位：千円） 

 
前第1四半期累計期間 
(自 平成26年4月1日 

  至 平成26年6月30日) 

当第1四半期累計期間 
(自 平成27年4月1日 

  至 平成27年6月30日) 

売上高 5,400,339 6,272,529 

売上原価 4,248,689 4,654,695 

売上総利益 1,151,649 1,617,834 

販売費及び一般管理費 860,227 923,209 

営業利益 291,422 694,625 

営業外収益    

受取利息 11,845 7,218 

受取配当金 875 887 

受取賃貸料 9,747 9,747 

その他 1,340 1,340 

営業外収益合計 23,808 19,194 

営業外費用    

支払利息 999 919 

賃貸収入原価 4,454 4,302 

営業外費用合計 5,453 5,222 

経常利益 309,777 708,597 

特別利益    

固定資産売却益 210 59 

特別利益合計 210 59 

税引前四半期純利益 309,988 708,657 

法人税、住民税及び事業税 2,660 2,606 

法人税等調整額 121,566 238,649 

法人税等合計 124,227 241,255 

四半期純利益 185,760 467,401 
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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1四半期累計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30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 5,314,806 85,532 5,400,339 － 5,400,339

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 △4,934 4,934 － － －

計 5,309,872 90,467 5,400,339 － 5,400,339

セグメント利益又は損失

（△） 
306,183 △14,085 292,097 △675 291,422

（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△675千円は、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1四半期累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30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 6,108,818 163,711 6,272,529 － 6,272,529

 セグメント間の内部
売上高又は振替高 943 △943 － － －

計 6,109,761 162,767 6,272,529 － 6,272,529

セグメント利益 682,320 12,531 694,851 △226 694,625

（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．セグメント利益の調整額△226千円は、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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3．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1四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 992,749 600,522 △39.5 3,116,924 

モバイルネットワークシステム 927,994 751,143 △19.1 3,725,167 

ネットワークマネジメントシステム 1,599,882 1,774,543 10.9 6,797,092 

オープンシステム 1,691,876 2,651,145 56.7 8,641,413 

組み込みシステム 300,558 465,942 55.0 1,535,151 

ソフトウェア開発関連事業 5,513,061 6,243,298 13.2 23,815,748 

その他 86,299 138,932 61.0 1,063,702 

合  計 5,599,360 6,382,230 14.0 24,879,450 

（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1四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 930,231 687,634 △26.1 2,903,891 

モバイルネットワークシステム 976,568 679,691 △30.4 3,758,046 

ネットワークマネジメントシステム 1,491,699 1,523,064 2.1 7,297,984 

オープンシステム 1,882,625 2,512,770 33.5 9,341,120 

組み込みシステム 289,506 371,010 28.2 1,603,528 

ソフトウェア開発関連事業 5,570,632 5,774,170 3.7 24,904,572 

その他 94,763 88,499 △6.6 1,142,505 

合  計 5,665,396 5,862,670 3.5 26,047,077 

（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1四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 552,641 472,833 △14.4 380,121 

モバイルネットワークシステム 582,876 494,354 △15.2 568,783 

ネットワークマネジメントシステム 530,457 867,632 63.6 1,022,955 

オープンシステム 1,225,115 1,581,930 29.1 1,686,411 

組み込みシステム 270,353 255,955 △5.3 349,080 

ソフトウェア開発関連事業 3,161,444 3,672,705 16.2 4,007,353 

その他 184,574 222,567 20.6 297,779 

合  計 3,346,018 3,895,273 16.4 4,305,133 

（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1四半期累計期間
（自 平成26年4月1日 
至 平成26年6月30日）

当第1四半期累計期間
（自 平成27年4月1日 
至 平成27年6月30日）

 

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成26年4月1日 
至 平成27年3月31日）

 

ノードシステム 971,057 594,923 △38.7 3,117,236 

モバイルネットワークシステム 926,047 754,120 △18.6 3,721,618 

ネットワークマネジメントシステム 1,481,723 1,678,386 13.3 6,795,510 

オープンシステム 1,635,416 2,617,250 60.0 8,632,615 

組み込みシステム 300,562 464,136 54.4 1,535,856 

ソフトウェア開発関連事業 5,314,806 6,108,818 14.9 23,802,837 

その他 85,532 163,711 91.4 1,020,069 

合  計 5,400,339 6,272,529 16.2 24,822,907 

（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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