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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第１四半期 795 0.5 △84 ― △81 ― △71 ―

29年３月期第１四半期 792 8.9 28 ― 31 ― 27 ―
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 △56百万円( ―％) 29年３月期第１四半期 15百万円( ―％)
　

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１四半期 △2.43 ―

29年３月期第１四半期 0.92 0.53
　　

（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１四半期 1,958 837 42.8

29年３月期 1,899 894 47.1
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 837百万円 29年３月期 894百万円
　　　

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 ― 0.00 0.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(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、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) 1,700 7.1 75 11.9 80 13.5 80 7.3 2.72

通期 3,600 8.4 270 10.8 280 12.2 270 4.6 9.18
(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 ： 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）
アイレックスシステム
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１Ｑ 29,417,400株 29年３月期 29,417,400株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 9,004株 29年３月期 9,079株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 29,408,358株 29年３月期１Ｑ 29,408,721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２ページ「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。
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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

当社グループの事業分野である情報サービス業界におきましては、緩やかな伸びを示しているものの、通信領域で

のソフトウェア開発需要は減少傾向にあります。一方、社会インフラ領域でのソフトウェア開発や、自動車関連での

組込み系システム開発の需要、メーカーをはじめ広い領域での業務用アプリケーションの開発需要は増加傾向にあり

ます。特に、近年、IT業界では、通信やクラウドでの技術的進化と関連機器のコストダウンにより、ＩoＴ(Internet

of Things)によるビジネスがダイナミックに変革しつつあります。

このような事業環境下、当社は100%子会社であったアイレックスシステム株式会社を平成29年４月１日付で吸収合

併いたしました。今回の吸収合併により、当社は組込み系ソフト開発に強みを持っていたアイレックスシステム株式

会社の主要領域を活用し、インフラ構築に強い株式会社アイレックスインダストリアルソリューションズとの連携を

一層強固にするとともに、両社それぞれが強みとする技術をＩoＴ関連領域に積極的に活かし、主要領域に意欲的に

取り組んでまいりました。また、先端技術への積極的な取組みにより、既存顧客の潜在的需要の掘り起こしや、新規

顧客開拓により事業拡大を推進してまいりました。

一方、当社は、退職給付債務の算定にあたり、従来簡便法を採用しておりましたが、上述の子会社吸収合併に伴

い、当第１四半期連結会計期間より計算方法を原則法に変更しております。この変更により、平成30年３月期第１四

半期個別決算及び連結決算において、退職給付費用として105,281千円を売上原価に、16,541千円を販管費及び一般

管理費にそれぞれ計上いたしました。

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は以下の通りとなりました。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高795,927千円（前年同期比0.5％増加）、営業損失84,811千円（前年同

期は営業利益28,400千円）、経常損失81,964千円（前年同期は経常利益31,125千円）となり、親会社株主に帰属する

四半期純損失は、71,384千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益27,097千円）となりました。

なお、当社グループの事業は、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は1,958,312千円であり、前連結会計年度末の1,899,729千円に比

べ、58,582千円増加しています。主な内訳は、現金及び預金127,222千円の増加、受取手形及び売掛金82,528

千円の減少及び預け金33,539千円の増加であります。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は1,120,581千円であり、前連結会計年度末の1,005,323千円に比

べ、115,257千円増加しています。主な内訳は、賞与引当金47,687千円の減少、流動負債のその他79,906千円

の増加及び退職給付に係る負債131,394千円の増加であります。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は837,731千円であり、前連結会計年度末の894,406千円に比べ、

56,674千円減少しています。これは、その他有価証券評価差額金14,692千円の増加があったものの、当第１

四半期連結会計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失71,384千円を計上したためであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月19日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 884,111 1,011,333

受取手形及び売掛金 529,174 446,646

仕掛品 12,658 21,098

預け金 127,124 160,663

その他 42,913 13,714

流動資産合計 1,595,983 1,653,456

固定資産

有形固定資産 74,655 74,340

無形固定資産 904 904

投資その他の資産

投資有価証券 204,048 208,858

その他 26,057 22,671

貸倒引当金 △1,919 △1,919

投資その他の資産合計 228,186 229,610

固定資産合計 303,746 304,855

資産合計 1,899,729 1,958,312

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 133,910 92,561

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 10,644 612

賞与引当金 97,022 49,334

その他 123,233 203,139

流動負債合計 564,810 545,648

固定負債

関係会社長期借入金 190,000 190,000

役員退職慰労引当金 4,118 3,876

退職給付に係る負債 238,952 370,347

その他 7,441 10,708

固定負債合計 440,513 574,932

負債合計 1,005,323 1,120,581

純資産の部

株主資本

資本金 80,000 80,000

資本剰余金 35,710 35,718

利益剰余金 738,960 667,576

自己株式 △956 △948

株主資本合計 853,713 782,346

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,692 55,385

その他の包括利益累計額合計 40,692 55,385

純資産合計 894,406 837,731

負債純資産合計 1,899,729 1,958,312
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第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)

売上高 792,166 795,927

売上原価 658,631 761,874

売上総利益 133,535 34,053

販売費及び一般管理費 105,134 118,864

営業利益又は営業損失（△） 28,400 △84,811

営業外収益

受取配当金 2,096 2,326

受取賃貸料 1,222 1,083

その他 10 32

営業外収益合計 3,329 3,442

営業外費用

支払利息 604 595

営業外費用合計 604 595

経常利益又は経常損失（△） 31,125 △81,964

特別利益

投資有価証券売却益 - 20,997

特別利益合計 - 20,997

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（△）

31,125 △60,967

法人税等 4,028 10,416

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,097 △71,384

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（△）

27,097 △71,384
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,097 △71,384

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,342 14,692

その他の包括利益合計 △11,342 14,692

四半期包括利益 15,755 △56,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,755 △56,691

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。

（当第１四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

前連結会計年度末において、当社の100％子会社であったアイレックスシステム株式会社は、平成29年４月１日

付で、当社を存続会社とした吸収合併を行ったことに伴い、消滅いたしました。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)及び当第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)

当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグメント

であります。会社別の利益分析等は行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ

全体で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。

（追加情報）

当社は、退職給付債務の算定にあたり、従来簡便法を採用しておりましたが、平成29年４月１日付グループ内

組織再編による子会社との合併に伴い、当第１四半期連結会計期間より計算方法を原則法に変更しております。

当該事象により、従来と比べ、当第１四半期連結会計期間における退職給付に係る負債が121,822千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は121,822千円減少しております。
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