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1. 平成30年3月期第2四半期の業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(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 ％

30年3月期第2四半期 13,427 4.6 1,308 44.8 1,340 42.8 902 47.4

29年3月期第2四半期 12,837 0.9 903 △16.1 938 △15.3 612 △17.7

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

30年3月期第2四半期 60.80 ―

29年3月期第2四半期 41.26 ―

(2) 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 42,112 33,521 79.6

29年3月期 41,387 33,207 80.2

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 33,521百万円 29年3月期 33,207百万円

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 ― 20.00 ― 40.00 60.00

30年3月期 ― 25.00

30年3月期（予想） ― 25.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）29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

3. 平成30年 3月期の業績予想（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 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 27,500 2.6 2,800 9.4 2,870 9.1 1,900 9.4 128.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(3) 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 14,848,200 株 29年3月期 14,848,200 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 11,789 株 29年3月期 11,445 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 14,836,568 株 29年3月期2Q 14,836,862 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、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】4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2四半期累計期間におけるわが国の経済は、緩やかな拡大基調となりました。海外経済が緩やか

に拡大するもとで、輸出や生産は増加し、個人消費は底堅さを増しました。しかしながら、米国の経済

政策運営の影響やアジアの地政学的リスクの高まり等、景気の先行き不透明感は依然として残りました。  

情報サービス業界では、幅広い分野で良好な受注環境が続きました。インターネットビジネスをはじ

めとして、官公庁、金融等の各分野で積極的なソフトウェア投資が進むとともに、IoTやAIといった新

技術の戦略的な活用が進みました。 

通信分野では、IoTやクラウドサービスの市場拡大に伴うネットワーク設備の増強、運用・保守の効

率化、旧設備からのマイグレーション等に向けたシステム投資への期待が高まっておりますが、通信事

業者の設備投資は抑制傾向のまま推移いたしました。  

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の積極展開を継続し、

受注の拡大と事業基盤の強化を図ってまいりました。また、顧客から緊急対応の案件を受注したことも

あり、稼働率が当初見込みを上回りました。 

以上の結果、売上高は13,427百万円（前年同期比4.6％増）、営業利益は1,308百万円（前年同期比44.8％

増）、経常利益は1,340百万円（前年同期比42.8％増）、四半期純利益は902百万円（前年同期比47.4％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

ⅰ）通信システム 

ネットワークマネジメントシステム関連及びノード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5,157百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

イ）ノード 

交換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1,160百万円（前年同期比29.3％

増）となりました。 

ロ）モバイルネットワーク 

業務用無線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1,467百万円（前年同期比

15.9％減）となりました。 

ハ）ネットワークマネジメント 

次世代ネットワーク（NGN）関連の売り上げが増加したことにより、売上高は2,530百万円（前年

同期比11.8％増）となりました。 

ⅱ）オープンシステム 

流通・サービス関連の売り上げが増加したことにより、売上高は7,110百万円（前年同期比3.8％ 

増）となりました。 

イ）公共 

エネルギー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2,473百万円（前年同期比

14.6％減）となりました。 
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ロ）流通・サービス 

インターネットビジネス関連の売り上げが増加したことにより、売上高は2,544百万円（前年同 

期比18.2％増）となりました。 

ハ）金融 

銀行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1,011百万円（前年同期比3.9％ 

増）となりました。 

ニ）その他 

その他の企業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1,079百万円（前年 

同期比31.0％増）となりました。 

ⅲ）組み込みシステム 

OA機器関連及び計測・制御機器関連の売り上げが減少したことにより、売上高は747百万円（前年

同期比11.9％減）となりました。 

②その他

文教ソリューション関連の売り上げが増加したことにより、売上高は411百万円（前年同期比75.1％

増）となりました。 

（2）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ724百万円増加し、42,112百万円となりまし

た。これは主に、売掛金の減少1,284百万円があった一方、現金及び預金の増加1,525百万円、長期預

金の増加500百万円があったためであります。 

負債は、前事業年度末に比べ411百万円増加し、8,591百万円となりました。これは主に、賞与引当

金の増加536百万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313百万円増加し、33,521百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に

比べ1,525百万円増加し、18,937百万円となりました。 

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は2,575百万円（前年同期比92.6％増）となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益1,339百万円（前年同期比45.0％増）、売上債権の減少1,284百万

円（前年同期比166.6％増）によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は455百万円（前年同期は808百万円の獲得）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入1,000百万円（前年同期と同額）、有価証券及び投資有価

証券の売却及び償還による収入150百万円（前年同期比90.0％減）があった一方、定期預金の預入に

よる支出1,500百万円（前年同期と同額）があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は594百万円（前年同期比99.7％増）となりました。 

これは主に、配当金の支払593百万円（前年同期比99.6％増）によるものであります。 
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（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

良好な国内IT市場を背景に、受注が堅調に推移した結果、業績が当初予想を上回る見通しとなったた

め、平成29年5月12日に公表いたしました平成30年3月期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成29年10月19日公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

※上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、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可能性があります。 
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2．四半期財務諸表及び主な注記
（1）四半期貸借対照表

（単位：千円） 

前事業年度 
(平成29年3月31日) 

当第2四半期会計期間 
(平成29年9月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 17,411,670 18,937,451 

売掛金 6,774,733 5,489,937 

有価証券 1,149,965 1,049,965 

仕掛品 96,682 58,547 

その他 511,800 733,284 

貸倒引当金 △600 － 

流動資産合計 25,944,251 26,269,186 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 4,780,132 4,690,338 

土地 5,179,820 5,179,820 

その他（純額） 160,107 169,582 

有形固定資産合計 10,120,059 10,039,740 

無形固定資産 49,699 43,179 

投資その他の資産 

投資有価証券 247,260 255,230 

長期預金 4,000,000 4,500,000 

その他 1,027,303 1,006,049 

貸倒引当金 △1,000 △1,000 

投資その他の資産合計 5,273,564 5,760,279 

固定資産合計 15,443,323 15,843,200 

資産合計 41,387,575 42,112,387 

負債の部 

流動負債 

買掛金 972,423 665,640 

短期借入金 500,000 500,000 

未払法人税等 619,163 737,623 

賞与引当金 843,093 1,379,709 

役員賞与引当金 － 79,800 

その他 2,538,501 2,602,568 

流動負債合計 5,473,180 5,965,340 

固定負債 

退職給付引当金 2,260,492 2,190,849 

その他 446,145 435,089 

固定負債合計 2,706,637 2,625,939 

負債合計 8,179,818 8,591,279 

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 16,066,793 16,375,339 

自己株式 △21,447 △22,174 

株主資本合計 33,192,945 33,500,765 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 14,811 20,342 

評価・換算差額等合計 14,811 20,342 

純資産合計 33,207,756 33,521,107 

負債純資産合計 41,387,575 42,112,387 
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（2）四半期損益計算書

（第2四半期累計期間）
（単位：千円） 

前第2四半期累計期間 
(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 12,837,768 13,427,050 

売上原価 10,061,107 10,242,826 

売上総利益 2,776,661 3,184,223 

販売費及び一般管理費 1,873,502 1,876,048 

営業利益 903,159 1,308,174 

営業外収益 

受取利息 22,743 20,198 

受取配当金 547 875 

受取賃貸料 19,479 19,403 

その他 3,959 5,293 

営業外収益合計 46,730 45,770 

営業外費用 

支払利息 1,168 1,102 

賃貸収入原価 9,738 9,760 

その他 － 2,215 

営業外費用合計 10,906 13,078 

経常利益 938,982 1,340,866 

特別利益 

固定資産売却益 349 558 

特別利益合計 349 558 

特別損失 

固定資産売却損 15,400 － 

固定資産除却損 － 1,693 

特別損失合計 15,400 1,693 

税引前四半期純利益 923,932 1,339,731 

法人税、住民税及び事業税 490,313 600,456 

法人税等調整額 △178,519 △162,740 

法人税等合計 311,794 437,715 

四半期純利益 612,138 902,016 
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円） 

前第2四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 923,932 1,339,731 

減価償却費 123,873 121,975 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 △600 

賞与引当金の増減額（△は減少） 513,833 536,616 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,947 △69,642 

受取利息及び受取配当金 △23,290 △21,073 

支払利息 1,168 1,102 

売上債権の増減額（△は増加） 482,007 1,284,795 

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,779 38,373 

仕入債務の増減額（△は減少） △33,180 △306,783 

その他 △259,944 49,616 

小計 1,710,130 2,974,111 

利息及び配当金の受取額 23,963 17,668 

利息の支払額 △895 △860 

法人税等の支払額 △396,283 △415,842 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,336,914 2,575,076 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △1,500,000 △1,500,000 

定期預金の払戻による収入 1,000,000 1,000,000 

有形固定資産の取得による支出 △44,174 △52,935 

有形固定資産の売却による収入 9,000 － 

無形固定資産の取得による支出 △7,166 △342 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △150,000 △50,000 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入 
1,500,000 150,000 

その他 810 △2,017 

投資活動によるキャッシュ・フロー 808,469 △455,294 

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 △143 △726 

配当金の支払額 △297,300 △593,275 

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,443 △594,001 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,847,940 1,525,780 

現金及び現金同等物の期首残高 16,162,145 17,411,636 

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,010,085 18,937,417 
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（4）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） 

Ⅰ 前第2四半期累計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28年9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 12,602,525 235,243 12,837,768 － 12,837,768 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,545 △1,545 － － － 

計 12,604,071 233,697 12,837,768 － 12,837,768 

セグメント利益又は損失

（△） 
908,742 △3,229 905,512 △2,353 903,159 

（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△2,353千円は、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2四半期累計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9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 13,015,232 411,817 13,427,050 － 13,427,050 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,113 △1,113 － － － 

計 13,016,345 410,704 13,427,050 － 13,427,050 

セグメント利益 1,267,491 43,077 1,310,568 △2,393 1,308,174 

（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△2,393千円は、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．その他 

（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2四半期累計期間 
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年9月30日） 

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

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日） 

ノード 902,312 1,164,587 29.1 2,090,503 

モバイルネットワーク 1,745,069 1,467,425 △15.9 3,351,023 

ネットワークマネジメント 2,289,482 2,565,175 12.0 4,713,986 

通信システム 4,936,864 5,197,187 5.3 10,155,513 

公共 2,900,082 2,473,715 △14.7 5,462,095 

流通・サービス 2,068,165 2,541,786 22.9 4,366,842 

金融 974,281 1,014,466 4.1 2,017,566 

その他 835,928 1,107,868 32.5 1,927,731 

オープンシステム 6,778,457 7,137,836 5.3 13,774,235 

組み込みシステム 854,650 745,466 △12.8 1,655,305 

ソフトウェア開発関連事業 12,569,971 13,080,490 4.1 25,585,054 

その他 251,300 302,506 20.4 1,249,847 

合  計 12,821,272 13,382,996 4.4 26,834,902 

（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2四半期累計期間 
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年9月30日） 

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

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日） 

ノード 942,652 1,346,266 42.8 2,057,750 

モバイルネットワーク 1,795,044 1,633,499 △9.0 3,270,095 

ネットワークマネジメント 2,222,210 2,460,513 10.7 4,857,148 

通信システム 4,959,907 5,440,279 9.7 10,184,994 

公共 2,626,571 2,587,617 △1.5 5,202,379 

流通・サービス 2,341,921 2,758,621 17.8 4,883,487 

金融 1,105,196 972,837 △12.0 2,115,721 

その他 891,615 1,131,473 26.9 2,002,937 

オープンシステム 6,965,304 7,450,550 7.0 14,204,525 

組み込みシステム 927,404 773,643 △16.6 1,608,506 

ソフトウェア開発関連事業 12,852,616 13,664,473 6.3 25,998,027 

その他 626,916 281,889 △55.0 1,276,886 

合  計 13,479,533 13,946,362 3.5 27,274,913 

（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2四半期累計期間 
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年9月30日） 

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

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日） 

ノード 365,239 473,355 29.6 287,253 

モバイルネットワーク 558,069 592,968 6.3 426,893 

ネットワークマネジメント 529,020 643,093 21.6 712,591 

通信システム 1,452,330 1,709,417 17.7 1,426,738 

公共 480,907 606,573 26.1 492,844 

流通・サービス 1,249,022 1,706,177 36.6 1,492,426 

金融 388,928 317,156 △18.5 356,159 

その他 362,036 422,351 16.7 370,427 

オープンシステム 2,480,894 3,052,259 23.0 2,711,858 

組み込みシステム 331,307 233,579 △29.5 207,419 

ソフトウェア開発関連事業 4,264,531 4,995,256 17.1 4,346,015 

その他 574,669 189,738 △67.0 319,666 

合  計 4,839,201 5,184,994 7.1 4,665,682 

（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2四半期累計期間 
（自 平成28年4月1日 
至 平成28年9月30日） 

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

増 減 率 

（％） 

前事業年度 
（自 平成28年4月1日 
至 平成29年3月31日） 

ノード 897,578 1,160,164 29.3 2,090,663 

モバイルネットワーク 1,744,795 1,467,425 △15.9 3,351,023 

ネットワークマネジメント 2,262,619 2,530,011 11.8 4,713,986 

通信システム 4,904,994 5,157,600 5.1 10,155,673 

公共 2,897,160 2,473,888 △14.6 5,461,030 

流通・サービス 2,153,847 2,544,870 18.2 4,452,010 

金融 974,224 1,011,841 3.9 2,017,518 

その他 824,313 1,079,548 31.0 1,927,244 

オープンシステム 6,849,545 7,110,148 3.8 13,857,802 

組み込みシステム 847,985 747,483 △11.9 1,652,976 

ソフトウェア開発関連事業 12,602,525 13,015,232 3.3 25,666,452 

その他 235,243 411,817 75.1 1,140,216 

合  計 12,837,768 13,427,050 4.6 26,806,668 

（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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