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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第35期

第３四半期
連結累計期間

第36期
第３四半期
連結累計期間

第35期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 29,024,092 30,811,853 40,281,486

経常利益 (千円) 2,029,697 2,518,664 2,817,448

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 668,595 1,690,783 1,223,304

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 900,879 1,665,986 1,587,708

純資産額 (千円) 13,138,517 15,078,043 13,825,346

総資産額 (千円) 23,259,875 26,129,824 25,089,882

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 85.14 215.31 155.78

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.6 55.9 53.2
 

 

回次
第35期

第３四半期
連結会計期間

第36期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 44.87 78.42
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な

変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）における我が国経済は、企業収益

や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調が続いているものの、通商問題の動向や海外経済の不確実性に

より先行き不透明な状況にあります。情報サービス業界におきましては、IoT、AI等の技術のビジネス活用拡大や

セキュリティ対策等、堅調な情報システム投資が持続しました。

　このような事業環境の中、当社グループは中期経営計画（平成30年度～平成32年度）の初年度において着実な

スタートを切るべく、主要課題である「JFEスチール製鉄所システムリフレッシュの遂行」、「ソリューション事

業の拡大」、「基盤サービス事業の拡大」を推進するとともに、一般顧客向けの基幹事業である製造、金融業界

向け事業や自社プロダクト事業の強化に取り組みました。

　11月には、ソリューション事業の拡大の一環として、ERPトータルソリューション統合ブランドである「ＳＩＤ

ＥＲＯＳ
TM
」を立ち上げました。「ＳＩＤＥＲＯＳ

TM
」は、当社がこれまで個別ブランドとして自社開発してきた

ERPテンプレート群と周辺ソリューションで構成されます。当社は今後も「ＳＩＤＥＲＯＳ
TM
」を充実させ、お客

様にご満足いただけるよう努めてまいります。

　当第３四半期連結累計期間の営業成績につきましては、ソリューション事業の拡大に加え、製造業向けシステ

ム開発の増加などにより連結売上高は前年同四半期比1,788百万円（6.2%）増の30,812百万円、営業利益は前年同

四半期比518百万円（25.7%）増の2,533百万円、経常利益は前年同四半期比489百万円（24.1%）増の2,519百万円

となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前期に計上した本社移転及び首都圏オフィスの集約

による特別損失が解消したため、前年同四半期比1,022百万円（152.9%）増の1,691百万円となりました。

　

（２）財政状態の状況

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比1,040百万円増の26,130百万円となりま

した。このうち流動資産は、預け金及び仕掛品等の増加により、前連結会計年度末比770百万円増の18,593百万円

となりました。また、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産ともに増加し、前連結会計年度末比270百万円増

の7,537百万円となりました。

　一方負債合計は、買掛金及び未払法人税等の減少により、前連結会計年度末比213百万円減の11,052百万円とな

りました。

　純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1,691百万円計上する一方、剰余金の配当を393百万円行

い、前連結会計年度末比1,253百万円増の15,078百万円となりました。

 
（３）資本の財源及び資金の流動性についての分析　

① 資金需要

当社グループの資金需要のうち主なものは、当社グループにおけるシステム開発に係る人件費、外注費及びシ

ステム製品等の購入に係る費用、並びに販売費及び一般管理費としての人件費及び諸経費であります。

② 財政政策

当社グループの資金需要は、システム開発工程において発生する人件費、外注費、システム製品等の購入に係

る費用及びその他経費からなる運転所要が中心であります。従って、発生する費用の回収は売上代金の入金を

もって、その多くが完了するため、必要とされる資金の基本的な性格は短期運転資金であります。

当社グループでは、この短期運転資金の調達を、自己資金と短期借入金によって賄っておりますが、当第３四

半期連結累計期間の所要資金は自己資金によって賄っております。

また、当社はジェイ エフ イー ホールディングス株式会社が提供するキャッシュマネジメントシステム

（CMS）を利用し短期運転資金の調整を行っております。
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（４）経営方針、経営戦略及び目標とする経営指標

当第３四半期連結累計期間において、経営方針、経営戦略及び目標とする経営指標等に重要な変更及び新たな

設定はありません。

　

（５）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

（６）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は93百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（７）従業員数

当第３四半期連結累計期間において、従業員数に著しい増加又は減少はありません。

　

（８）生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動はありません。

　

（９）主要な設備

① 主要な設備の状況

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備に関し新設、休止、大規模改修、除却、売却等の著しい変動

はありません。

 

② 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等の

計画はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,412,000

計 31,412,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成31年２月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,853,000 7,853,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株であり
ます。

計 7,853,000 7,853,000 ― ―
 

　(注) 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年10月１日～
平成30年12月31日

― 7,853,000 ― 1,390,957 ― 1,959,236
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成30年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

   平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,851,900
 

78,519 ―

単元未満株式 普通株式 900
 

― ―

発行済株式総数               7,853,000 ― ―

総株主の議決権 ― 78,519 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれてお

ります。

　

② 【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ＪＦＥシステムズ株式会社

東京都港区芝浦一丁目２番
３号

200 ― 200 0.0

計 ― 200 ― 200 0.0
 

 
２ 【役員の状況】

（取締役及び監査役の状況）

　　該当事項はありません。

 
（執行役員の状況）

　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 183,846 194,980

  受取手形及び売掛金 7,684,448 6,835,710

  商品 59,314 42,281

  仕掛品 1,063,858 1,616,917

  貯蔵品 41,423 43,698

  預け金 7,760,000 8,740,000

  その他 1,032,783 1,121,657

  貸倒引当金 △1,928 △1,928

  流動資産合計 17,823,743 18,593,315

 固定資産   

  有形固定資産 1,522,661 1,625,234

  無形固定資産   

   その他 2,290,956 2,532,099

   無形固定資産合計 2,290,956 2,532,099

  投資その他の資産   

   その他 3,469,632 3,395,507

   貸倒引当金 △17,111 △16,332

   投資その他の資産合計 3,452,522 3,379,175

  固定資産合計 7,266,139 7,536,508

 資産合計 25,089,882 26,129,824
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,976,345 1,630,672

  未払法人税等 609,815 404,618

  受注損失引当金 ― 66,041

  その他 4,598,602 4,828,927

  流動負債合計 7,184,762 6,930,258

 固定負債   

  退職給付に係る負債 3,398,545 3,526,624

  その他 681,230 594,899

  固定負債合計 4,079,774 4,121,523

 負債合計 11,264,536 11,051,781

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,390,957 1,390,957

  資本剰余金 1,959,444 1,959,444

  利益剰余金 9,765,032 11,063,180

  自己株式 △422 △702

  株主資本合計 13,115,010 14,412,879

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 328,654 241,740

  退職給付に係る調整累計額 △91,845 △60,151

  その他の包括利益累計額合計 236,809 181,590

 非支配株主持分 473,527 483,574

 純資産合計 13,825,346 15,078,043

負債純資産合計 25,089,882 26,129,824
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 29,024,092 30,811,853

売上原価 23,104,247 24,161,810

売上総利益 5,919,845 6,650,043

販売費及び一般管理費 3,904,844 4,117,155

営業利益 2,015,001 2,532,888

営業外収益   

 受取利息 5,780 6,557

 受取配当金 10,656 13,099

 受取手数料 5,420 5,218

 その他 1,202 1,109

 営業外収益合計 23,059 25,983

営業外費用   

 支払利息 4,237 3,013

 遊休資産諸費用 ― 31,839

 貸倒引当金繰入額 2,100 ―

 その他 2,025 5,355

 営業外費用合計 8,362 40,207

経常利益 2,029,697 2,518,664

特別損失   

 本社等移転集約関連損失 16,431 ―

 減損損失 716,635 ―

 特別損失合計 733,066 ―

税金等調整前四半期純利益 1,296,632 2,518,664

法人税等 591,317 797,412

四半期純利益 705,314 1,721,252

非支配株主に帰属する四半期純利益 36,719 30,469

親会社株主に帰属する四半期純利益 668,595 1,690,783
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【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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 705,314 1,721,252

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 156,089 △86,960

 退職給付に係る調整額 39,475 31,694

 その他の包括利益合計 195,564 △55,266

四半期包括利益 900,879 1,665,986

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 863,976 1,635,564

 非支配株主に係る四半期包括利益 36,902 30,422
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．税金費用の計算

当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりでありま

す。　

 

 
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

減価償却費 1,256,832千円 1,215,385千円
 

 

(株主資本等関係)

前第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)

１．配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日
配当の
原資

平成29年６月27日
定時株主総会

普通株式 345,522 44 平成29年３月31日 平成29年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日
配当の
原資

平成30年６月26日
定時株主総会

普通株式 392,635 50 平成30年３月31日 平成30年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、情報サービス事業のみの単一セグメントでありセグメント情報は開示情報とし

ての重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり四半期純利益 85円14銭 215円31銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 668,595 1,690,783

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純利益(千円)

668,595 1,690,783

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,852,728 7,852,691
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成31年２月８日

ＪＦＥシステムズ株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中   島   康   晴 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 柴　　田　　芳　　宏 印

 

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＪＦＥシステム

ズ株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日

から平成30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＪＦＥシステムズ株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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