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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 7,973 4.7 173 122.6 134 308.7 127 446.6
25年３月期第２四半期 7,617 10.7 78 ― 32 ― 23 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 135百万円( 550.5 ％) 25年３月期第２四半期 20百万円( ― ％)

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

26年３月期第２四半期 15.09 ―
25年３月期第２四半期 2.55 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 9,430 5,638 59.8
25年３月期 9,875 5,774 58.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 5,638百万円 25年３月期 5,774百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 10.00 10.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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 17,600 7.8 600 11.9 530 0.8 530 △9.2 62.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

     

     

     

 

 
 

 
  

※ 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

  (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 ― 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) 26年３月期２Ｑ 9,110,000株 25年３月期 9,110,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 969,399株 25年３月期 607,530株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 8,421,009株 25年３月期２Ｑ 9,109,970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きの対象外であり、この四半期決算短信の
開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

※ 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および合理的と判断
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
提となる条件およ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、四半期決算短信(添付資料)４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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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、外需においては、米国は数四半期に渡り民需が堅調

であり、欧州は輸出主導で緩やかに回復基調となっておりますが、新興国の景気拡大は鈍化傾向が継続し

ております。一方内需においては、景気対策関連事業の執行に伴い、公共投資が本格化し、国内景気は上

昇傾向が継続しております。 

 経済産業省の特定サービス産業動態統計によれば、情報サービス産業の８月の売上高は、前年同月比

0.6％増と２ヵ月ぶりの増加となりましたが、売上高全体の半分弱を占める「受注ソフトウェア」は同比

2.0％減少いたしました。 

 このような状況の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、受注高は8,268百万

円(前年同四半期比382百万円増、4.8％増)、売上高は7,973百万円(同355百万円増、4.7％増)、営業利益

は173百万円(同95百万円増、122.6％増)、経常利益は134百万円(同101百万円増、308.7％増)、四半期純

利益は127百万円(同103百万円増、446.6％増)となりました。 
  

 セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 
  

① コンピュータソフトウェアの開発を受託して行う事業 

a. 公共システム開発事業 

 受注高は2,386百万円(前年同四半期比49百万円減、2.0％減)、売上高は2,472百万円(同142百万円

増、6.1％増)、営業利益は112百万円(同52百万円増、87.0％増)となりました。 

 受注高につきましては、前年同四半期を下回る結果となりました。売上高につきましては、通信系

において減少はあったものの、官公庁、金融、報道系において、案件獲得を積極的に推進したことに

より好調に推移し、損益面においても前年同四半期比で増益となりました。 
  

b. ネットワークシステム開発事業 

 受注高は1,033百万円(前年同四半期比214百万円増、26.3％増)、売上高は902百万円(同138百万円

増、18.1％増)、営業利益は43百万円(前年同四半期は18百万円の損失)となりました。 

 航空宇宙系、ネットワーク監視系各分野において、継続・新規案件の受注獲得を積極的に推進した

ことにより、受注高、売上高ともに前年同四半期比で大幅に増加し、損益面においても利益計上とな

りました。 
  

② お客様の経営課題を解決するための経営とＩＴの統合コンサルティングからシステム開発・運用・保

守に至る各フェーズで 適な情報技術を請け負う事業 

a. システムインテグレーション事業 

 受注高は882百万円(前年同四半期比182百万円増、26.0％増)、売上高は982百万円(同193百万円

増、24.6％増)、営業利益は26百万円(前年同四半期は84百万円の損失)となりました。 

 運輸系においては、大型のリプレイス開発案件の受注獲得を推進したことにより好調に推移しまし

た。医療系においては、電子カルテ、オーダリング案件を主軸に、継続・新規案件の受注獲得を積極

的に推進したことにより、受注高、売上高、収益ともに好調に推移いたしました。 
  

b. ＩＴサービス事業 

 受注高は2,005百万円(前年同四半期比158百万円減、7.3％減)、売上高は1,933百万円(同50百万円

減、2.5％減)、営業利益は83百万円(同8百万円増、11.6％増)となりました。 

 インフラ構築およびＥＲＰ系の業務において、継続・新規案件の獲得を積極的に推進いたしました

が、受注高、売上高ともに、前年同四半期を下回る結果となりました。損益面においては、民需系の

開発業務が好調に推移したことにより、前年同四半期比で増益となりました。 
  

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
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c. サポートサービス事業 

 受注高は472百万円(前年同四半期比33百万円増、7.6％増)、売上高は426百万円(同3百万円増、

0.8％増)、営業損失は24百万円(前年同四半期は13百万円の損失)となりました。 

 ＳＯ(System Outsourcing)業務において、継続・新規案件の獲得を積極的に推進したことにより、

受注高、売上高ともに、前年同四半期比で増加いたしました。損益面においては、既存顧客からの発

注単価低下等の要因により、損失額が拡大いたしました。 
  

③ その他 

 拠点として地域性をもち独立した経営単位のセグメント、および報告セグメントに含まれない機器

販売等であります。 

 受注高は1,487百万円(前年同四半期比159百万円増、12.0％増)、売上高は1,255百万円(同72百万円

減、5.4％減)、営業利益は60百万円(同1百万円増、2.5％増)となりました。 

 各拠点において受注高は、継続・新規案件の獲得を積極的に推進したことにより好調に推移いたし

ました。売上高は前年同四半期比で減少となりましたが、損益面では、受注獲得による稼働率の向上

などにより、増益となりました。 

  

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は、次のとおりであります。 
  

 流動資産残高は5,263百万円(前連結会計年度末比520百万円減、9.0％減)となりました。主な増減要

因は、受取手形及び売掛金の減少、仕掛品の増加であります。 
  

 固定資産残高は4,166百万円(前連結会計年度末比75百万円増、1.8％増)となりました。主な増加要因

は、社内基幹システムの開発に伴うソフトウェア仮勘定の増加であります。 
  

 流動負債残高は2,375百万円(前連結会計年度末比616百万円減、20.6％減)となりました。主な減少要

因は、短期借入金の減少であります。 
  

 固定負債残高は1,416百万円(前連結会計年度末比307百万円増、27.7％増)となりました。主な増加要

因は、長期借入金の増加であります。 
  

 純資産残高は5,638百万円(前連結会計年度末比136百万円減、2.4％減)となりました。主な減少要因

は、「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」の導入に伴う自己株式の取得による減少であります。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

① 流動資産

② 固定資産

③ 流動負債

④ 固定負債

⑤ 純資産
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（キャッシュ・フローの状況の分析）  

 当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

 当第２四半期連結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、607百万円(前連結

会計年度末比31百万円減、4.9％減)となりました。 
  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  

 営業活動による資金は、たな卸資産の増加(265百万円)などがあったものの、税金等調整前四半期純

利益の計上(161百万円)、売上債権の減少(761百万円)などにより、630百万円の増加(前第２四半期連結

累計期間は404百万円の減少)となりました。 
  

 投資活動による資金は、無形固定資産の取得による支出(146百万円)などにより、178百万円の減少と

なりました。 
  

 財務活動による資金は、長期借入金による収入(487百万円)などがあったものの、短期借入金の純減

(550百万円)、長期借入金の返済による支出(150百万円)、「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」の導入に伴

う自己株式の取得による支出(189百万円)などにより、483百万円の減少(前第２四半期連結累計期間は

249百万円の増加)となりました。 

  

  

 業績予想につきましては、現時点において平成25年５月14日に公表いたしました業績予想から変更はあ

りません。 

 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。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

（従業員持株会信託型ＥＳＯＰの導入と会計処理）  

 当社は、当社グループの従業員に対する福利厚生制度を拡充するとともに、株価上昇へのインセンテ

ィブ付与により従業員の経営参画意識を一層高め、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的

として、従業員向けインセンティブ・プラン「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」(以下「ＥＳＯＰ信託」

という)の導入を決定し、平成25年８月19日付けで信託契約を締結いたしました。 

 ＥＳＯＰ信託による当社株式の取得および売却については、当社がＥＳＯＰ信託の債務を保証してお

り、経済的実態を重視し、当社とＥＳＯＰ信託は一体であるとする会計処理を行っております。したが

ってＥＳＯＰ信託が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として処理し

ております。また、ＥＳＯＰ信託の資産および負債ならびに費用および収益については、四半期連結財

務諸表に含めて計上しております。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末日におけるＥＳＯＰ信託が所有する当社株式の数および簿価は、

361,800株、186,816千円であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 638,868 607,591

受取手形及び売掛金 4,476,856 3,715,157

商品及び製品 164,113 199,694

仕掛品 235,426 464,911

その他 273,026 279,417

貸倒引当金 △3,981 △3,102

流動資産合計 5,784,310 5,263,670

固定資産   

有形固定資産 154,787 145,150

無形固定資産   

のれん 590,341 570,834

その他 245,983 336,772

無形固定資産合計 836,325 907,607

投資その他の資産   

投資有価証券 2,878,820 2,858,680

その他 223,182 257,197

貸倒引当金 △1,698 △1,698

投資その他の資産合計 3,100,304 3,114,179

固定資産合計 4,091,417 4,166,937

資産合計 9,875,728 9,430,608

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 733,203 661,316

短期借入金 750,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 335,000

未払法人税等 26,632 34,561

賞与引当金 214,883 418,959

受注損失引当金 6,815 1,058

その他 960,469 724,719

流動負債合計 2,992,004 2,375,614

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,302,766

資産除去債務 91,456 92,416

その他 17,423 21,390

固定負債合計 1,108,879 1,416,572

負債合計 4,100,884 3,792,187
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,737,237 1,737,237

資本剰余金 507,237 507,237

利益剰余金 3,672,651 3,714,675

自己株式 △159,181 △346,027

株主資本合計 5,757,944 5,613,122

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,899 25,298

その他の包括利益累計額合計 16,899 25,298

純資産合計 5,774,843 5,638,420

負債純資産合計 9,875,728 9,430,608

－ 7 －
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,617,544 7,973,009

売上原価 6,274,414 6,545,974

売上総利益 1,343,129 1,427,034

販売費及び一般管理費 1,264,991 1,253,134

営業利益 78,137 173,900

営業外収益   

受取利息 1,859 1,839

受取配当金 1,033 1,333

保険事務手数料 2,886 －

助成金収入 3,877 5,109

持分法による投資利益 － 2,508

その他 2,591 5,074

営業外収益合計 12,248 15,864

営業外費用   

支払利息 16,097 20,224

支払手数料 33,297 33,202

持分法による投資損失 6,261 －

その他 1,939 2,328

営業外費用合計 57,595 55,755

経常利益 32,790 134,008

特別利益   

事業譲渡益 － 27,694

ゴルフ会員権売却益 2,243 －

特別利益合計 2,243 27,694

税金等調整前四半期純利益 35,034 161,703

法人税等 11,792 34,655

少数株主損益調整前四半期純利益 23,241 127,048

四半期純利益 23,241 127,048

－ 8 －
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 23,241 127,048

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,837 8,532

持分法適用会社に対する持分相当額 418 △133

その他の包括利益合計 △2,419 8,398

四半期包括利益 20,822 135,447

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,822 135,447

少数株主に係る四半期包括利益 － －

－ 9 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 35,034 161,703

減価償却費 74,588 61,746

のれん償却額 19,507 19,507

受注損失引当金の増減額（△は減少） △15,091 △5,756

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,332 △878

受取利息及び受取配当金 △2,892 △3,172

支払利息 16,097 20,224

持分法による投資損益（△は益） 6,261 △2,508

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △2,243 －

売上債権の増減額（△は増加） △132,610 761,698

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,240 △265,066

その他の資産の増減額（△は増加） △10,247 △4,399

仕入債務の増減額（△は減少） △88,250 △71,886

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,871 204,076

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,986 △66,370

その他の負債の増減額（△は減少） △111,410 △161,378

その他 △9,198 △22,319

小計 △375,248 625,220

利息及び配当金の受取額 23,069 36,789

利息の支払額 △16,476 △21,716

法人税等の支払額 △36,030 △9,592

営業活動によるキャッシュ・フロー △404,685 630,701

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,629 △1,071

無形固定資産の取得による支出 △22,443 △146,934

投資有価証券の売却による収入 2,000 5,000

差入保証金の差入による支出 △30,330 △29,997

差入保証金の回収による収入 80,125 403

貸付金の回収による収入 772 300

その他 △20,052 △5,807

投資活動によるキャッシュ・フロー △556 △178,107

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000 △550,000

長期借入れによる収入 － 487,766

長期借入金の返済による支出 △150,000 △150,000

自己株式の取得による支出 － △189,995

自己株式の売却による収入 － 3,149

配当金の支払額 △22 △84,791

財務活動によるキャッシュ・フロー 249,977 △483,870

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） △155,264 △31,277

現金及び現金同等物の期首残高 965,756 638,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 810,491 607,591

－ 10 －
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 該当事項はありません。 

  

  

  

 当第２四半期連結会計期間から導入した「従業員持株会信託型ＥＳＯＰ」の信託契約に基づき自己株

式の取得および売却を行っており、当第２四半期連結会計期間において自己株式が186,816千円増加し

ております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は346,027千円となっております。 

  

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

（単位：千円）

 
(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、拠点として地域性をもつ独立した

経営単位のセグメントおよび機器販売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531千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント

公共システム
開発事業

ネットワーク
システム開発

事業

システムイン
テグレーショ

ン事業

ＩＴサービス
事業

サポートサー
ビス事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,330,211 764,337 788,373 1,983,083 423,258 6,289,265

セグメント間の内部売上高
又は振替高

41,610 ― 5,040 54,037 159,638 260,325

計 2,371,821 764,337 793,413 2,037,121 582,896 6,549,590

セグメント利益又は損失(△) 60,370 △18,910 △84,492 74,883 △13,227 18,624

その他 
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結損
益計算書計上
額(注)３

売上高

外部顧客への売上高 1,328,278 7,617,544 ― 7,617,544

セグメント間の内部売上高
又は振替高

161,680 422,005 △422,005 ―

計 1,489,958 8,039,549 △422,005 7,617,544

セグメント利益又は損失(△) 58,982 77,606 531 78,137

－ 11 －

キーウェアソリューションズ㈱　（3799）　平成26年３月期　第２四半期決算短信



  
当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

（単位：千円）

 
(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、拠点として地域性をもつ独立した

経営単位のセグメントおよび機器販売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△128,980千円は、セグメント間取引消去および各報告セグメントに配分

していない全社費用等によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

  

報告セグメント

公共システム
開発事業

ネットワーク
システム開発

事業

システムイン
テグレーショ

ン事業

ＩＴサービス
事業

サポートサー
ビス事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,472,551 902,455 982,240 1,933,060 426,735 6,717,044

セグメント間の内部売上高
又は振替高

51,112 560 11,732 66,286 180,953 310,644

計 2,523,664 903,015 993,972 1,999,347 607,688 7,027,689

セグメント利益又は損失(△) 112,890 43,357 26,792 83,544 △24,165 242,419

その他 
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結損
益計算書計上
額(注)３

売上高

外部顧客への売上高 1,255,964 7,973,009 ― 7,973,009

セグメント間の内部売上高
又は振替高

297,713 608,358 △608,358 ―

計 1,553,677 8,581,367 △608,358 7,973,009

セグメント利益又は損失(△) 60,461 302,880 △128,980 173,900
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当第２四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

４．補足情報

（受注の状況）

セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

公共システム開発事業 2,386,821 △2.0 1,712,093 16.4

ネットワークシステム開発事業 1,033,124 26.3 398,846 11.1

システムインテグレーション事業 882,115 26.0 479,197 △7.1

ＩＴサービス事業 2,005,997 △7.3 1,195,006 △4.2

サポートサービス事業 472,605 7.6 254,949 15.0

その他 1,487,618 12.0 791,295 8.2

合計 8,268,281 4.8 4,831,389 6.3
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