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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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
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2四半期 2,014 12.1 △151 ― △160 ― △149 ―

29年3月期第2四半期 1,797 116.3 △209 ― △216 ― △229 ―

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　△149百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△231百万円 （―％）

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2四半期 △8.97 ―

29年3月期第2四半期 △14.45 ―

(注) １．平成29年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また潜在株式が

　　　　　存在しないため記載しておりません。

　　　２．平成30年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

　　　　　金額であるため記載しておりません。

(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2四半期 2,782 668 24.0

29年3月期 2,707 867 31.3

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 667百万円 29年3月期 847百万円

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 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

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

通期 5,803 27.1 224 41.5 204 32.6 150 61.2 8.98

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 30年3月期2Q 16,710,000 株 29年3月期 16,710,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 38 株 29年3月期 38 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 16,709,962 株 29年3月期2Q 15,915,098 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、当社が現時点で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。
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１．四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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 709,049 1,219,946

受取手形及び売掛金 1,334,630 740,820

商品及び製品 31,119 48,347

仕掛品 5,814 120,648

原材料及び貯蔵品 11,916 13,837

繰延税金資産 5,324 4,010

その他 65,585 67,718

貸倒引当金 △7,410 △7,628

流動資産合計 2,156,030 2,207,702

固定資産

有形固定資産 25,406 28,098

無形固定資産

のれん 339,246 313,517

その他 26,803 19,775

無形固定資産合計 366,050 333,293

投資その他の資産 157,495 211,402

固定資産合計 548,952 572,794

繰延資産 2,416 2,212

資産合計 2,707,399 2,782,709

負債の部

流動負債

買掛金 213,183 182,071

短期借入金 436,191 636,691

1年内償還予定の社債 34,000 84,800

1年内返済予定の長期借入金 165,798 146,337

未払金 163,258 228,699

未払法人税等 40,435 16,992

賞与引当金 41,173 43,851

役員賞与引当金 1,400 680

その他 188,880 154,453

流動負債合計 1,284,321 1,494,578

固定負債

社債 152,000 234,200

長期借入金 385,955 361,258

その他 17,491 23,723

固定負債合計 555,447 619,182

負債合計 1,839,768 2,113,760

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,673 1,048,673

資本剰余金 349,690 319,557

利益剰余金 △551,130 △700,988

自己株式 △15 △15

株主資本合計 847,217 667,226

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 175 266

その他の包括利益累計額合計 175 266

新株予約権 - 1,456

非支配株主持分 20,237 -

純資産合計 867,631 668,949

負債純資産合計 2,707,399 2,782,709
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

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

売上高 1,797,128 2,014,056

売上原価 1,377,640 1,574,147

売上総利益 419,487 439,908

販売費及び一般管理費 628,488 591,240

営業損失（△） △209,000 △151,331

営業外収益

助成金収入 1,675 1,645

その他 2,056 3,419

営業外収益合計 3,731 5,064

営業外費用

支払利息 9,028 7,987

その他 2,213 5,957

営業外費用合計 11,242 13,944

経常損失（△） △216,510 △160,211

特別利益

知的財産権譲渡益 - 24,656

特別利益合計 - 24,656

特別損失

固定資産売却損 2,277 -

特別損失合計 2,277 -

税金等調整前四半期純損失（△） △218,788 △135,555

法人税、住民税及び事業税 12,832 13,312

法人税等調整額 △183 343

法人税等合計 12,648 13,655

四半期純損失（△） △231,436 △149,211

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△1,474 646

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △229,962 △149,857
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

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

四半期純損失（△） △231,436 △149,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △109 73

その他の包括利益合計 △109 73

四半期包括利益 △231,546 △149,138

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △230,081 △149,790

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,465 652
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △218,788 △135,555

減価償却費 12,401 9,784

のれん償却額 35,151 25,728

貸倒引当金の増減額（△は減少） 976 217

株式報酬費用 - 1,456

賞与引当金の増減額（△は減少） △22 2,678

役員賞与引当金の増減額（△は減少） - △720

固定資産売却損益（△は益） 2,277 -

受取利息及び受取配当金 △130 △124

保険解約返戻金 △300 △26

支払利息及び社債利息 9,028 7,987

売上債権の増減額（△は増加） 619,554 593,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,656 △133,983

仕入債務の増減額（△は減少） △70,683 △31,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,089 △39,238

その他 28,851 69,595

小計 232,569 370,497

利息及び配当金の受取額 130 124

利息の支払額 △10,335 △8,581

法人税等の還付額 1,843 0

法人税等の支払額 △23,536 △32,395

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,671 329,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △1,430 △1,330

有形固定資産の取得による支出 △11,146 △1,261

有形固定資産の売却による収入 4,695 -

無形固定資産の取得による支出 △317 △250

関係会社株式の取得による支出 - △22,950

敷金及び保証金の差入による支出 △2,489 △8,347

敷金及び保証金の回収による収入 2,015 -

保険積立金の積立による支出 △2,700 △1,985

保険積立金の払戻による収入 6,642 -

その他 △227 △1,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,956 △38,093

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） △175,500 200,500

長期借入れによる収入 176,000 140,000

長期借入金の返済による支出 △129,857 △184,158

社債の発行による収入 - 150,000

社債の償還による支出 △7,000 △17,000

株式の発行による収入 29,970 -

リース債務の返済による支出 - △327

子会社の自己株式の処分による収入 51,000 -

子会社の自己株式の取得による支出 - △51,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

- △20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,387 218,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,327 509,566

現金及び現金同等物の期首残高 361,503 695,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 501,831 1,205,024
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（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）

　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２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

コンサルティ
ング事業

システム開発
事業

人材派遣事業 計

売上高

外部顧客に対する
売上高

196,718 805,489 794,920 1,797,128 - 1,797,128

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,554 28,315 3,971 37,841 △37,841 -

計 202,272 833,805 798,892 1,834,970 △37,841 1,797,128

セグメント利益又は
損失(△)

△203,057 47,971 △20,517 △175,602 △33,398 △209,000

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△33,398千円には、のれんの償却額△35,151千円、セグメント間取

引消去1,753千円が含まれております。

2. 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損失(△)と調整を行っております。

　

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

１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

コンサルティ
ング事業

システム開発
事業

人材派遣事業 計

売上高

外部顧客に対する
売上高

230,851 828,787 954,417 2,014,056 - 2,014,056

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,300 9,999 4,300 15,599 △15,599 -

計 232,151 838,786 958,717 2,029,655 △15,599 2,014,056

セグメント利益又は
損失(△)

△187,238 48,647 10,703 △127,888 △23,443 △151,331

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△23,443千円には、のれんの償却額△25,728千円、セグメント間取

引消去2,284千円が含まれております。

2. 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損失(△)と調整を行っております。
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