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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 3,064 8.5 △230 ― △244 ― △239 ―

29年3月期第3四半期 2,824 69.7 △269 ― △281 ― △294 ―

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　△238百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　△294百万円 （―％）

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3四半期 △14.36 ―

29年3月期第3四半期 △18.45 ―

(注) １．平成30年３月期第３四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．平成29年３月期第３四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) 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3四半期 2,600 582 22.2

29年3月期 2,707 867 31.3

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 577百万円 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3Q 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3Q 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3Q 16,709,962 株 29年3月期3Q 15,935,660 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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 709,049 996,741

受取手形及び売掛金 1,334,630 630,605

商品及び製品 31,119 46,732

仕掛品 5,814 225,479

原材料及び貯蔵品 11,916 14,001

繰延税金資産 5,324 2,139

その他 65,585 108,148

貸倒引当金 △7,410 △5,435

流動資産合計 2,156,030 2,018,413

固定資産

有形固定資産 25,406 32,602

無形固定資産

のれん 339,246 303,009

その他 26,803 15,828

無形固定資産合計 366,050 318,837

投資その他の資産 157,495 228,309

固定資産合計 548,952 579,750

繰延資産 2,416 2,110

資産合計 2,707,399 2,600,273

負債の部

流動負債

買掛金 213,183 151,159

短期借入金 436,191 653,291

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 165,798 122,850

未払金 163,258 240,380

未払法人税等 40,435 10,694

賞与引当金 41,173 17,618

役員賞与引当金 1,400 170

その他 188,880 168,572

流動負債合計 1,284,321 1,449,536

固定負債

社債 152,000 234,200

長期借入金 385,955 309,672

その他 17,491 24,831

固定負債合計 555,447 568,703

負債合計 1,839,768 2,018,239

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 △791,004

自己株式 △15 △15

株主資本合計 847,217 577,210

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 175 456

その他の包括利益累計額合計 175 456

新株予約権 - 4,367

非支配株主持分 20,237 -

純資産合計 867,631 582,034

負債純資産合計 2,707,399 2,600,273
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 2,824,423 3,064,117

売上原価 2,190,498 2,423,863

売上総利益 633,925 640,253

販売費及び一般管理費 903,577 870,439

営業損失（△） △269,652 △230,185

営業外収益

助成金収入 2,799 2,975

その他 2,451 6,214

営業外収益合計 5,251 9,190

営業外費用

支払利息 13,363 13,128

その他 3,934 10,863

営業外費用合計 17,298 23,991

経常損失（△） △281,698 △244,986

特別利益

保険解約益 5,426 -

知的財産権譲渡益 - 24,656

特別利益合計 5,426 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（△） △278,549 △220,330

法人税、住民税及び事業税 15,441 17,166

法人税等調整額 717 1,729

法人税等合計 16,159 18,896

四半期純損失（△） △294,708 △239,226

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（△）

△706 646

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △294,002 △239,873

決算短信（宝印刷） 2018年02月13日 20時37分 5ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



ＩＴｂｏｏｋ株式会社(3742) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

― 4 ―

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純損失（△） △294,708 △239,226

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 134 262

その他の包括利益合計 134 262

四半期包括利益 △294,574 △238,963

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △293,879 △239,616

非支配株主に係る四半期包括利益 △695 652
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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
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

外部顧客への売上高 379,208 1,194,438 1,250,776 2,824,423 - 2,824,423

セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,554 33,412 4,371 43,338 △43,338 -

計 384,763 1,227,851 1,255,147 2,867,762 △43,338 2,824,423

セグメント利益又は
損失(△)

△236,363 27,340 △11,978 △221,002 △48,649 △269,652

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△48,649千円には、のれんの償却額△52,726千円、セグメント間取引

消去4,076千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３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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
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

外部顧客への売上高 344,175 1,207,278 1,512,663 3,064,117 - 3,064,117

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,300 40,563 8,195 50,058 △50,058 -

計 345,475 1,247,841 1,520,858 3,114,175 △50,058 3,064,117

セグメント利益又は
損失(△)

△290,001 64,818 31,720 △193,462 △36,723 △230,185

(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△36,723千円には、のれんの償却額△36,237千円、セグメント間取引

消去△485千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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（重要な後発事象）

社債の発行

当社は、平成29年12月20日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり、無担保社債を発行いたしました。

(1) 社債の名称
ITbook株式会社 第４回無担保社債

(株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)

(2) 発行総額 100,000千円

(3) 利率 年0.4100％

(4) 発行価額 額面100円につき金100円

(5) 償還金額 額面100円につき金100円

(6) 社債の期間 ３年

(7) 償還方法 半年毎定時償還

(8) 利息支払方法 半年毎後払い

(9) 発行日 平成30年１月10日

(10)資金使途 事業資金

　

取得による企業結合

当社は、平成30年１月17日開催の取締役会において、株式会社コスモエンジニアリングの全株式を取得し、子会

社化することについて決議いたしました。この決議に基づき、平成30年１月19日付けで株式譲渡契約を締結し、平

成30年１月22日付けで株式を取得いたしました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社コスモエンジニアリング

事業の内容 ソフトウエア開発に関連する人材派遣事業

　 建設工事全般における設計・積算・施工監理事業の内容

② 企業結合を行った理由

同社を子会社化することによって、当社グループの技術者の派遣および製造業・流通業等の分野への人材

派遣を行う「人材派遣事業」において、シナジーを生み出し、事業拡大を図るためであります。

③ 企業結合日

平成30年１月22日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合企業の名称

結合企業の名称に変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100.0％

⑦ 取得企業を決定するに至った根拠

当社が、現金を対価として株式を取得したことによります。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得原価は115,000千円であり、対価は現金であります。

(3) 主要な取得関連費用の内容および金額

現時点では確定しておりません。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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