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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年３月期第１四半期 2,092 1.2 △114 ― △99 ― △69 ―

26年３月期第１四半期 2,067 9.6 5 ― 14 ― 5 ―
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 △59百万円( ― ％) 26年３月期第１四半期 1百万円( ― ％)
　

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

27年３月期第１四半期 △19.81 ―

26年３月期第１四半期 1.55 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 10,197 6,259 61.4

26年３月期 10,091 6,363 63.1
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 6,259百万円 26年３月期 6,363百万円
　　

　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 0.00 ― 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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 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) 4,500 △9.6 100 △75.6 110 △73.9 67 △42.1 19.15

通期 11,000 △1.0 480 △18.0 490 △17.3 290 50.9 82.88
(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
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の
適用」をご覧ください。

　

（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
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再
表示」をご覧ください。

　

（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) 27年３月期１Ｑ 3,510,000株 26年３月期 3,510,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 11,035株 26年３月期 11,035株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 3,498,965株 26年３月期１Ｑ 3,498,965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の開示時点において，金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きを実施中であります。

※ 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予想等の将来に関する記述は、当社が現在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、実際の業績等は今後様々な要因により
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及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関す
る定性的情報（３）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、消費税率引き上げにともなう駆け込み需要の反動により個

人消費が弱含みで推移しているものの、企業収益は引続き改善基調で推移しており、設備投資も増加傾向にある

ことから、景気は緩やかな回復基調が続いているものと見受けられます。

情報サービス産業におきましては、ソフトウェア投資は増加傾向で推移しており、民間分野においては拡大基

調で推移しておりますが、公共分野においては、一般競争入札の浸透による競争激化により、価格は引き続き低

下傾向で推移しております。

このような状況の中、当社および連結子会社（以下、当社グループ）では、公共分野および民間分野とも引き

続き受注拡大ならびに収益構造の改善に取り組んでまいりました。ＯＳ（オペレーティングシステム）のサポー

ト終了によるパソコン等の機器販売が、昨年度末に引続き好調に推移し、受注面において前年同期を上回り増収

となりましたが、利益面では減益となりました。

その結果、売上高は2,092百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は△114百万円（前年同期は5百万円）、

経常利益は△99百万円（前年同期は14百万円）、四半期純利益は△69百万円（前年同期は5百万円）となりました。

セグメントごとの業績を示すと、以下のとおりです。

（公共事業セグメント）

公共事業セグメントでは、機器販売は好調に推移いたしましたが、受託計算サービスおよび受託ソフトウェア

開発が低調に推移いたしました。自治体向け「Ｇ.Ｂｅ＿Ｕ（ジービーユー）」(次世代電子行政システム）パッケ

ージシステムリプレース商談は、順調に推移しております。

その結果、収益は前年同期を下回り、売上高は 901百万円（前年同期比6.8％減）、セグメント利益は△48百万

円（前年同期は△13百万円）となりました。

（社会・産業事業セグメント）

社会・産業事業セグメントでは、ガス事業者向け「ＧＩＯＳ（ジーオス）」や印刷事業者向け

「ＰｒｉｎＴａｃｔ（プリンタクト）」などのパッケージシステム販売、コンサルティングサービスおよび受託ソ

フトウェア開発が引続き堅調に推移いたしましたほか、機器販売が好調に推移いたしました。電力事業者向け

『顧客料金管理サービス』の商談も順調に推移しております。

その結果、売上高は1,190百万円（前年同期比8.2％増）、セグメント利益は132百万円（前年同期比31.5％減）

となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

① 財政状態に関する分析

（流動資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は6,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ165百万円

の増加となりました。これは主に、たな卸資産が増加した事等によるものであります。

（固定資産）

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は3,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ59百万円の

減少となりました。これは主に、新規投資が僅少であったことにより減価償却費が投資額を上回った事等によるも

のであります。

（流動負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,512百万円となり、前連結会計年度末に比べ179百万円

の増加となりました。これは主に、賞与引当金が増加した事等によるものであります。

（固定負債）

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は1,426百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円の

増加となりました。これは主に、リース債務が増加した事等によるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は6,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ104百万円の

減少となりました。これは主に、四半期純利益が△69百万円となった事及び配当金の支払により利益剰余金が減少

した事等によるものであります。

決算短信 （宝印刷）  2014年07月22日 10時13分 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



㈱両毛システムズ(9691) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

3

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

291百万円増加し2,161百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等の減少要因がありましたが、

売上債権の回収等の増加要因により522百万円（前年同期は1,479百万円）の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等により9百万円（前年同期は58百万円）の支出と

なりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払等により221百万円（前年同期は109百

万円）の支出となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループの第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間

では、利益面においては前年同期を下回りましたが、受注は堅調に推移しております。以上のことから、平成26

年５月７日に発表した内容に現時点で修正はありません。

なお、上記連結業績予想は現在入手可能な情報による判断に基づいておりますが、予想に内在する不確定要素

や今後の事業運営における内外状況の変化により、実際の業績数値が予想の数値と異なる場合がありますことを

ご承知おきください。
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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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

（３）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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、退職給付の支払

見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しております。

　これによる損益及び財政状態に与える影響は軽微であります。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2014年07月22日 10時13分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



㈱両毛システムズ(9691) 平成27年３月期 第１四半期決算短信

5

４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,402,382 993,505

受取手形及び売掛金 1,695,092 978,837

リース投資資産 1,363,583 1,471,142

有価証券 100,000 800,000

たな卸資産 359,127 728,778

その他 1,122,624 1,236,242

貸倒引当金 △16 △145

流動資産合計 6,042,794 6,208,361

固定資産

有形固定資産 988,282 977,326

無形固定資産

ソフトウエア 744,442 674,986

ソフトウエア仮勘定 16,975 2,028

その他 334,023 326,849

無形固定資産合計 1,095,442 1,003,864

投資その他の資産

退職給付に係る資産 993,142 994,633

その他 971,819 1,013,774

貸倒引当金 － △3

投資その他の資産合計 1,964,961 2,008,404

固定資産合計 4,048,685 3,989,595

資産合計 10,091,479 10,197,957

負債の部

流動負債

買掛金 386,513 421,289

短期借入金 373,600 281,600

未払法人税等 27,044 20,551

賞与引当金 396,249 596,952

受注損失引当金 49,089 47,895

その他 1,100,996 1,144,226

流動負債合計 2,333,493 2,512,515

固定負債

長期借入金 250,600 180,200

リース債務 1,137,717 1,240,212

その他 6,082 5,781

固定負債合計 1,394,399 1,426,194

負債合計 3,727,892 3,938,710
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,966,900 1,966,900

資本剰余金 2,453,650 2,453,650

利益剰余金 1,763,601 1,649,031

自己株式 △8,513 △8,513

株主資本合計 6,175,638 6,061,068

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,327 49,313

退職給付に係る調整累計額 152,621 148,865

その他の包括利益累計額合計 187,949 198,178

純資産合計 6,363,587 6,259,247

負債純資産合計 10,091,479 10,197,957
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,067,697 2,092,198

売上原価 1,673,692 1,843,815

売上総利益 394,004 248,383

販売費及び一般管理費

給料及び手当 159,505 168,953

賞与引当金繰入額 41,427 42,695

その他 187,430 150,780

販売費及び一般管理費合計 388,363 362,429

営業利益又は営業損失（△） 5,641 △114,045

営業外収益

受取利息 1,574 2,645

受取配当金 2,997 4,206

受取賃貸料 2,372 2,306

転リース差益 4,379 5,412

その他 2,504 3,376

営業外収益合計 13,827 17,945

営業外費用

支払利息 3,192 2,707

賃貸収入原価 637 714

その他 1,560 161

営業外費用合計 5,391 3,583

経常利益又は経常損失（△） 14,077 △99,682

特別利益

固定資産売却益 - 0

特別利益合計 - 0

特別損失

固定資産除却損 32 9

特別損失合計 32 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

14,044 △99,692

法人税等 7,668 △30,389

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

6,376 △69,302

少数株主利益 937 -

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,438 △69,302
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

6,376 △69,302

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,714 13,985

退職給付に係る調整額 - △3,756

その他の包括利益合計 △4,714 10,228

四半期包括利益 1,661 △59,073

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 724 △59,073

少数株主に係る四半期包括利益 937 -
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

14,044 △99,692

減価償却費 36,615 41,389

無形固定資産償却費 111,332 103,061

前払年金費用の増減額（△は増加） △20,678 -

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） - △23,209

賞与引当金の増減額（△は減少） 194,504 200,702

受注損失引当金の増減額（△は減少） △30,186 △1,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） △87 132

受取利息及び受取配当金 △4,571 △6,851

支払利息 3,192 2,707

為替差損益（△は益） 443 △24

固定資産売却損益（△は益） - △0

固定資産除却損 32 9

売上債権の増減額（△は増加） 1,503,402 657,556

たな卸資産の増減額（△は増加） △231,316 △369,651

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31,723 △113,184

仕入債務の増減額（△は減少） △87,362 △52,691

未払費用の増減額（△は減少） 30,696 31,884

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,548 74,443

その他の固定負債の増減額（△は減少） 8,086 92,925

小計 1,506,973 538,314

利息及び配当金の受取額 4,551 6,842

利息の支払額 △3,092 △2,602

法人税等の支払額 △29,060 △20,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,479,372 522,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 20,000 -

投資有価証券の取得による支出 △30 △30

投資その他の資産の増減額（△は増加） 10,388 △1,462

有形固定資産の取得による支出 △9,972 △1,262

無形固定資産の取得による支出 △78,661 △6,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,276 △9,246

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） - △92,000

長期借入金の返済による支出 △70,400 △70,400

リース債務の返済による支出 △24,315 △25,351

配当金の支払額 △13,353 △33,656

少数株主への配当金の支払額 △1,056 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,125 △221,408

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） 1,311,970 291,703

現金及び現金同等物の期首残高 906,148 1,870,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,218,119 2,161,754
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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25年４月１日 至 平成25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
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

公共事業 社会・産業事業

売上高

外部顧客への売上高 966,920 1,100,776 2,067,697 ― 2,067,697

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 966,920 1,100,776 2,067,697 ― 2,067,697

セグメント利益又は損失(△) △13,580 192,706 179,125 △173,484 5,641

(注) １ セグメント利益の調整額△173,484千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費

△29,365千円及び全社費用△144,118千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26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
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注）２

公共事業 社会・産業事業

売上高

外部顧客への売上高 901,405 1,190,793 2,092,198 ― 2,092,198

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 901,405 1,190,793 2,092,198 ― 2,092,198

セグメント利益又は損失(△) △48,878 132,022 83,144 △197,189 △114,045

(注) １ セグメント利益の調整額△197,189千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費

△29,333千円及び全社費用△167,855千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、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。
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