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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 6,295 5.0 182 117.3 187 100.9 131 183.4

28年３月期第１四半期 5,993 3.4 84 △22.4 93 △40.0 46 △51.7
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 116百万円( 131.7％) 28年３月期第１四半期 50百万円(△45.0％)
　

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

29年３月期第１四半期 8.80 ―

28年３月期第１四半期 3.10 ―
　

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 20,242 14,139 69.9

28年３月期 21,018 14,151 67.3
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 14,139百万円 28年３月期 14,151百万円
　

　　

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

28年３月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00
(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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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) 14,400 2.3 770 10.0 770 6.6 500 8.2 33.59

通期 31,000 3.5 2,000 △1.0 2,000 △3.1 1,300 6.2 87.25
(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 ： 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 ： 有

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) 29年３月期１Ｑ 14,900,000株 28年３月期 14,900,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 230株 28年３月期 230株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 14,899,770株 28年３月期１Ｑ 14,899,808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は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値等が異
なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、四半
期決算短信（添付資料）3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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が見られるものの、中国をはじめとする新

興国経済の減速懸念や株安・円高といった急激な相場変動等により、先行き不透明な状況で推移しました。

情報サービス産業界におきましては、国内経済の先行きに懸念はあるものの、製造業や金融業を中心にIT投資は

引き続き堅調に推移しております。また、社会インフラやエネルギー分野におけるIoＴ、ビッグデータ活用ニーズ

が拡大するとともに、オムニチャネルやフィンテックなど新たなソリューションへの期待が高まってきております。

このような状況の下、当社グループは、今年度スタートした中期経営計画において事業変革を加速する「Drive

Innovation」をスローガンに掲げ、「IoT分野の事業拡大」、「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化」に取り組

んでおります。NSWグループの総合力と技術融合により、お客様のビジネスにイノベーションをもたらす価値創造パ

ートナーとして持続的成長を遂げる企業を目指してまいります。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は65億87百万円（前年同四半期比1.6%

減）、売上高は62億95百万円（同5.0%増）、営業利益は1億82百万円（同117.3％増）、経常利益は1億87百万円（同

100.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億31百万円（同183.4%増）となりました。

当第１四半期連結累計期間の報告セグメント別の概況は、次のとおりであります。

＜ＩＴソリューション＞

売上高につきましては、ソリューション事業における官公庁向けシステム開発や決済サービス、システム運用事

業における流通業向け、金融・保険業向け案件などが増加し、増収となりました。利益につきましては、増収に伴

う利益増に加え不採算案件の減少により、損失幅は縮小しました。これらの結果、受注高は35億1百万円（前年同四

半期比2.6%減）、売上高は36億4百万円（同12.2%増）、営業損失は30百万円（前年同四半期は1億13百万円の損失）

となりました。

＜プロダクトソリューション＞

売上高につきましては、デバイス開発事業は堅調に推移したものの、組込みソフトウエア開発事業における通信

インフラ分野の減少により、減収となりました。利益につきましては、通信インフラ分野の減収に伴う利益減はあ

るものの、その他の分野において利益率改善を図り、増益となりました。これらの結果、受注高は30億86百万円

（前年同四半期比0.4%減）、売上高は26億91百万円（同3.2%減）、営業利益は2億13百万円（同8.0%増）となりまし

た。
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（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１四半期連結会計期間末における総資産は、202億42百万円となり、前連結会計年度末比7億76百万円の減少

となりました。これは主に、仕掛品の増加（6億27百万円）、現金及び預金の増加（2億96百万円）があったものの、

受取手形及び売掛金の減少（21億39百万円）があったことによるものです。

総負債は、61億2百万円となり、前連結会計年度末比7億63百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税

等の減少（5億28百万円）、賞与引当金の減少（5億9百万円）があったことによるものです。

純資産は、141億39百万円となり、前連結会計年度末比12百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、配当金の支払などの支出を営業活動による

キャッシュ・フローで賄い、前連結会計年度末と比べ2億96百万円増加し、38億54百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間の活動別概況は、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、6億81百万円（前年同四半期は1億97百万円の支出）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益1億87百万円、売上債権の減少額21億39百万円、棚卸資産の増加額6億84百万円、賞

与引当金の減少額5億9百万円、法人税等の支払額5億3百万円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、1億68百万円（前年同四半期比1億44百万円の支出の増加）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出1億47百万円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、2億9百万円（前年同四半期比83百万円の支出の増加）となりました。これは、

配当金の支払2億9百万円によるものであります。

（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3月期の連結業績予想につきましては、平成28年5月12日に発表しました業績予想に対し概ね計画通り進

捗しており、変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは大きく異なる可能性があります。
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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

　該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回

収可能性適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処

理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当

第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合

の繰延税金資産の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産の額との差額を、当第１四半期連結会計期間の期首の利

益剰余金に加算しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（投資その他の資産）が94百万円、利益剰

余金が94百万円増加しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,557,361 3,854,311

受取手形及び売掛金 7,216,516 5,076,843

商品 201,810 261,379

仕掛品 723,042 1,350,623

貯蔵品 2,992 ―

繰延税金資産 410,467 336,081

その他 191,126 526,651

流動資産合計 12,303,317 11,405,891

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,752,145 2,764,466

工具、器具及び備品（純額） 385,998 390,665

土地 3,861,051 3,861,051

その他（純額） 5,548 1,371

有形固定資産合計 7,004,744 7,017,554

無形固定資産

ソフトウエア 77,429 70,811

その他 18,655 18,655

無形固定資産合計 96,085 89,467

投資その他の資産

投資有価証券 104,997 93,142

繰延税金資産 564,439 684,078

その他 963,471 965,120

貸倒引当金 △18,562 △13,247

投資その他の資産合計 1,614,345 1,729,093

固定資産合計 8,715,174 8,836,115

資産合計 21,018,492 20,242,006
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,946,117 1,638,719

未払法人税等 576,836 48,483

未払消費税等 259,272 239,589

賞与引当金 884,305 374,738

工事損失引当金 14,283 7,086

その他 1,007,956 1,575,122

流動負債合計 4,688,772 3,883,739

固定負債

役員退職慰労引当金 310,062 310,062

退職給付に係る負債 1,834,634 1,875,753

資産除去債務 33,215 33,361

固定負債合計 2,177,911 2,219,176

負債合計 6,866,684 6,102,916

純資産の部

株主資本

資本金 5,500,000 5,500,000

資本剰余金 86,080 86,080

利益剰余金 8,533,472 8,535,407

自己株式 △145 △145

株主資本合計 14,119,406 14,121,341

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,319 10,693

為替換算調整勘定 25,212 18,869

退職給付に係る調整累計額 △12,130 △11,815

その他の包括利益累計額合計 32,401 17,748

純資産合計 14,151,808 14,139,089

負債純資産合計 21,018,492 20,242,006
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

売上高 5,993,651 6,295,651

売上原価 5,144,267 5,321,856

売上総利益 849,384 973,795

販売費及び一般管理費

役員報酬 33,897 31,072

執行役員報酬 22,995 29,622

給料及び賞与 368,502 344,766

退職給付費用 19,331 16,704

福利厚生費 66,466 63,236

通信交通費 38,209 34,613

業務委託費 43,764 46,306

賃借料 30,632 29,275

貸倒引当金繰入額 285 ―

その他 141,219 195,465

販売費及び一般管理費合計 765,305 791,065

営業利益 84,078 182,729

営業外収益

受取利息 55 181

受取配当金 1,138 997

受取保険金 2,500 ―

助成金収入 2,400 1,800

その他 5,282 5,495

営業外収益合計 11,375 8,474

営業外費用

支払利息 0 ―

債権売却損 580 1,541

為替差損 1,339 1,620

その他 ― 125

営業外費用合計 1,921 3,287

経常利益 93,532 187,917

特別損失

固定資産除却損 56 176

特別損失合計 56 176

税金等調整前四半期純利益 93,476 187,740

法人税、住民税及び事業税 6,068 4,471

法人税等調整額 41,151 52,166

法人税等合計 47,219 56,638

四半期純利益 46,257 131,102

親会社株主に帰属する四半期純利益 46,257 131,102
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

四半期純利益 46,257 131,102

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,652 △8,626

為替換算調整勘定 2,231 △6,342

退職給付に係る調整額 115 315

その他の包括利益合計 3,999 △14,653

四半期包括利益 50,256 116,449

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 50,256 116,449
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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１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

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 93,476 187,740

減価償却費 113,252 125,431

貸倒引当金の増減額（△は減少） 285 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △412,817 △509,567

工事損失引当金の増減額（△は減少） 19,424 △7,196

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 27,868 41,119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,179 ―

受取利息及び受取配当金 △1,193 △1,179

支払利息 0 ―

固定資産除却損 56 176

売上債権の増減額（△は増加） 2,141,119 2,139,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △703,361 △684,158

仕入債務の増減額（△は減少） △582,318 △307,298

未払消費税等の増減額（△は減少） △407,231 △19,682

その他 △6,272 218,981

小計 279,109 1,184,039

利息及び配当金の受取額 1,193 1,179

利息の支払額 △0 ―

法人税等の支払額 △477,830 △503,740

営業活動によるキャッシュ・フロー △197,528 681,478

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 △27,310 △147,618

有形固定資産の売却による収入 22,754 ―

無形固定資産の取得による支出 △7,474 △1,954

敷金及び保証金の差入による支出 △2,405 ―

敷金及び保証金の回収による収入 1,857 622

その他 △11,530 △19,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,110 △168,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△23,156 ―

配当金の支払額 △103,361 △209,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △126,518 △209,999

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,231 △6,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △345,925 296,949

現金及び現金同等物の期首残高 2,516,189 3,557,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,170,264 3,854,311
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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１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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

合計
ＩＴ

ソリューション
プロダクト

ソリューション

売上高

外部顧客への売上高 3,231,005 2,762,645 5,993,651

セグメント間の内部売上高又は振替高 △17,281 17,281 ―

計 3,213,723 2,779,927 5,993,651

セグメント利益又は損失(△) △113,517 197,596 84,078

(注) 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一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第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)

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

合計
ＩＴ

ソリューション
プロダクト

ソリューション

売上高

外部顧客への売上高 3,599,033 2,696,617 6,295,651

セグメント間の内部売上高又は振替高 5,375 △5,375 ―

計 3,604,409 2,691,241 6,295,651

セグメント利益又は損失(△) △30,692 213,422 182,729

(注) 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一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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