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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50期

第２四半期
連結累計期間

第51期
第２四半期
連結累計期間

第50期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (千円) 6,294,847 8,019,200 15,513,986

経常利益 (千円) 118,217 672,147 728,157

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 79,107 439,780 424,504

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 72,981 406,812 254,056

純資産額 (千円) 7,820,441 8,345,347 8,001,515

総資産額 (千円) 15,044,976 15,997,970 17,723,130

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 22.61 125.69 121.32

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 (％) 52.0 52.2 45.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △155,520 578,430 442,612

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △335,346 △317,126 △925,618

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △236,763 △88,150 △262,401

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,189,508 3,342,941 3,170,856
 

 

回次
第50期

第２四半期
連結会計期間

第51期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 32.13 111.73
 

 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．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２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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】

（経営成績等の状況の概要）

当第２四半期連結累計期間における当社及び連結子会社（以下、当社グループ）の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

 
(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の緩やかな増加を背景に、景気

は緩やかな回復基調で推移いたしましたが、米中通商問題の長期化などを背景に世界経済の減速が続くなか、製

造業の景況感が悪化するなど景気の先行きは不透明感が増してまいりました。

このような状況のなか、当社グループでは、公共分野及び民間分野とも引き続き受注拡大、製品・サービス強

化、ならびに収益構造の改善に取り組んでまいりました。

売上面では、商談が堅調であったことに加え、消費税増税前の駆け込み需要及び消費税軽減税率導入に伴うシ

ステム改修等により、堅調に推移いたしました。

また、利益面では、主に増収による増益効果及び不採算案件の収束による経費削減等が貢献いたしました。

その結果、売上高は8,019,200千円（前年同期比27.4％増）、営業利益は666,823千円（前年同期比514.6％

増）、経常利益は672,147千円（前年同期比468.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は439,780千円（前

年同期比455.9％増）となりました。

　

セグメントごとの業績は、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は、すべてのサービス分野
※
で堅調に推移いたしました。ソフトウェア開発・システム販売

分野では、不採算案件の収束による経費削減に加えて、消費税増税前の駆け込み需要及び改元や、法改正等シス

テム改修等が収益に貢献いたしました。

その結果、売上高は3,596,794千円（前年同期比46.5％増）、セグメント利益は345,546千円（前年同期比

519.3％増）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は、消費税増税に伴うシステム改修や機器販売等も影響し、すべてのサービス分野
※

で堅調に推移いたしました。ソフトウェア開発・システム販売分野では、成長市場におけるシステム導入が堅調

に推移したことに加えて、消費税軽減税率導入のシステム改修等が収益に貢献いたしました。また、システム機

器・プロダクト関連販売分野では、システム導入に伴う機器販売が堅調に推移いたしました。

その結果、売上高は4,422,406千円（前年同期比15.2％増）、セグメント利益は1,093,679千円（前年同期比

37.4％増）となりました。

 
※サービス分野とは次の４分野です。

ソフトウェア開発・システム販売

システム機器・プロダクト関連販売

情報処理サービス

その他の情報サービス
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(2) 財政状態の分析

（資産・負債・純資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は15,997,970千円（前連結会計年度末17,723,130千円）とな

り、1,725,160千円減少しました。流動資産は10,839,883千円となり1,848,365千円減少し、固定資産は

5,158,087千円となり123,205千円増加しました。

流動資産の減少要因は、大型ソフトウェア受託開発案件を納品したことによりたな卸資産が1,363,008千円、

転リース取引の債権回収が進んだことによりリース投資資産が361,521千円、売上債権の回収等により受取手形

及び売掛金が350,874千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定資産の増加要因は、ソフトウエア仮勘

定が138,738千円減少しましたが、退職給付に係る資産が103,938千円、ソフトウエアが98,048千円、無形固定

資産のその他（主にリース資産）が48,920千円それぞれ増加したこと等によるものです。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は7,652,623千円（前連結会計年度末9,721,615千円）とな

り、2,068,991千円減少しました。流動負債は3,474,627千円となり1,716,670千円減少し、固定負債は

4,177,995千円となり352,321千円減少しました。

流動負債の減少要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が962,323千円、その他（主に前受金）が

630,649千円それぞれ減少したこと等によるものです。固定負債の減少要因は、リース債務が343,591千円減少

したこと等によるものです。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は8,345,347千円（前連結会計年度末8,001,515千円）とな

り、343,831千円増加しました。これは主に、利益剰余金が376,800千円増加したこと等によるものです。

 
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末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172,084千円増加し、3,342,941千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

（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、578,430千円（前年同期は155,520千円の使用）となりました。この主な

要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が減少したことにより962,323千円、その他の流動負債（主に前

受金）が減少したことにより438,658千円の資金の減少はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな

卸資産が減少したことにより1,363,008千円の資金の増加があったことに加えて、税金等調整前四半期純利益

672,292千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

（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、317,126千円（前年同期は335,346千円）となりました。この主な要因

は、サーバー設備等有形固定資産の取得による支出171,842千円、市場販売目的ソフトウエアへの投資等無形

固定資産の取得による支出118,412千円の資金の減少があったこと等によるものです。

営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフリー・キャッシュ・フローは261,304千円の

増加（前年同期は490,867千円の減少）となりました。

（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、88,150千円（前年同期は236,763千円）となりました。この主な要因は、

セール・アンド・リースバックによる収入86,967千円の資金の増加はありましたが、リース債務の返済によ

る支出72,374千円、配当金の支払額63,243千円、短期借入金の返済39,500千円の資金の減少があったこと等

によるものです。
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(4）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

当社グループは、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標の見直しを行いました。

当社グループは、「ＲＳビジョン２０２５」実現に向け、データセンタービジネスを軸として『新価値創造』

と『強みを活かした既存事業の拡大』を成長の方向性とし、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な

指標として連結営業利益率を経営の最重要指標としてまいりましたが、企業競争力の向上を目指し、急速に進化

するＩＣＴ技術への対応や、データセンタービジネスを強化するために先行投資を要することから、経営の最重

要指標を連結営業利益額へ変更しております。

 
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の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

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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 8,000,000

計 8,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2019年11月６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 3,510,000 3,510,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数
100株

計 3,510,000 3,510,000 ― ―
 

 

(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)

2019年７月１日～
2019年９月30日

― 3,510,000 ― 1,966,900 ― 2,453,650
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(5) 【大株主の状況】

2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

㈱ミツバ 群馬県桐生市広沢町１－2681 1,795 51.30

㈱横浜銀行
(常任代理人 資産管理サービス
 信託銀行㈱)

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１
(東京都中央区晴海１－８－12晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟)

173 4.95

㈱光通信 東京都豊島区西池袋１－４－10 105 3.01

日野 昇 群馬県桐生市 88 2.53

両毛システムズ従業員持株会 群馬県桐生市広沢町３－4025 76 2.19

㈱みずほ銀行
(常任代理人 資産管理サービス
 信託銀行㈱) 

東京都千代田区大手町１－５－５
(東京都中央区晴海１－８－12晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟) 

65 1.85

セコム損害保険㈱ 東京都千代田区平河町２－６－２ 65 1.85

㈲サンフィールド・インダストリー 群馬県桐生市巴町２－1890－18 59 1.68

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
(常任代理人 日本マスタートラスト
 信託銀行㈱) 

東京都千代田区丸の内１－４－５
(東京都港区浜松町２－11－３) 

56 1.60

KBL EPB S.A. 107704
(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済
 営業部)

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG
(東京都港区港南２－15－１品川インターシ
ティＡ棟)

55 1.59

計 － 2,540 72.60
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019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) 普通株式 11,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,497,600
 

34,976 ―

単元未満株式 普通株式 1,400
 

― ―

発行済株式総数 3,510,000 ― ―

総株主の議決権 ― 34,976 ―
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② 【自己株式等】

  2019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(％)

㈱両毛システムズ
群馬県桐生市広沢町
三丁目4025番地

 11,000 ― 11,000 0.31

計 ― 11,000 ― 11,000 0.31
 

 

２ 【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２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、新宿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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,039,928 3,211,841

  受取手形及び売掛金 ※1  3,483,730 3,132,855

  リース投資資産 3,303,799 2,942,277

  たな卸資産 ※2  1,967,277 ※2  604,268

  その他 893,754 978,157

  貸倒引当金 △240 △29,518

  流動資産合計 12,688,249 10,839,883

 固定資産   

  有形固定資産 1,865,462 1,898,208

  無形固定資産   

   ソフトウエア 364,776 462,824

   ソフトウエア仮勘定 226,732 87,994

   その他 167,656 216,577

   無形固定資産合計 759,165 767,396

  投資その他の資産   

   退職給付に係る資産 1,456,968 1,560,906

   その他 953,291 931,575

   貸倒引当金 △5 △0

   投資その他の資産合計 2,410,254 2,492,481

  固定資産合計 5,034,881 5,158,087

 資産合計 17,723,130 15,997,970

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 589,898 482,582

  短期借入金 329,500 290,000

  未払法人税等 290,324 259,941

  賞与引当金 630,979 676,633

  役員賞与引当金 16,205 24,052

  受注損失引当金 979,669 17,345

  その他 2,354,720 1,724,071

  流動負債合計 5,191,298 3,474,627

 固定負債   

  長期借入金 1,500,000 1,500,000

  リース債務 2,852,741 2,509,150

  退職給付に係る負債 1,248 1,236

  資産除去債務 145,000 145,000

  その他 31,326 22,608

  固定負債合計 4,530,316 4,177,995

 負債合計 9,721,615 7,652,623
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９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 3,467,419 3,844,220

  自己株式 △8,595 △8,595

  株主資本合計 7,879,374 8,256,174

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,251 27,516

  為替換算調整勘定 △28,445 △30,293

  退職給付に係る調整累計額 116,334 91,950

  その他の包括利益累計額合計 122,141 89,172

 純資産合計 8,001,515 8,345,347

負債純資産合計 17,723,130 15,997,970
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 6,294,847 8,019,200

売上原価 5,085,384 6,168,048

売上総利益 1,209,462 1,851,151

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 417,262 410,516

 賞与引当金繰入額 146,949 144,406

 役員賞与引当金繰入額 22,526 19,052

 退職給付費用 4,787 △5,837

 貸倒引当金繰入額 △69 29,272

 その他 509,517 586,917

 販売費及び一般管理費合計 1,100,973 1,184,328

営業利益 108,489 666,823

営業外収益   

 受取利息 1,648 649

 受取配当金 6,040 3,951

 受取賃貸料 3,670 3,737

 転リース差益 7,831 6,442

 その他 2,809 2,527

 営業外収益合計 22,000 17,308

営業外費用   

 支払利息 10,043 9,935

 賃貸収入原価 538 501

 その他 1,690 1,547

 営業外費用合計 12,272 11,984

経常利益 118,217 672,147

特別利益   

 固定資産売却益 - 264

 特別利益合計 - 264

特別損失   

 固定資産除却損 785 120

 特別損失合計 785 120

税金等調整前四半期純利益 117,431 672,292

法人税等 38,323 232,512

四半期純利益 79,107 439,780

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 79,107 439,780
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 79,107 439,780

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,344 △6,735

 為替換算調整勘定 4,019 △1,848

 退職給付に係る調整額 △12,491 △24,384

 その他の包括利益合計 △6,126 △32,968

四半期包括利益 72,981 406,812

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 72,981 406,812

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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利益 117,431 672,292

 減価償却費 156,178 177,972

 無形固定資産償却費 163,358 113,348

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △89,800 △138,380

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △623

 賞与引当金の増減額（△は減少） 89,968 45,655

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,770 7,847

 受注損失引当金の増減額（△は減少） △69,996 △962,323

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △69 29,272

 受取利息及び受取配当金 △7,689 △4,601

 支払利息 10,043 9,935

 固定資産売却損益（△は益） - △264

 固定資産除却損 785 120

 売上債権の増減額（△は増加） 627,548 327,932

 たな卸資産の増減額（△は増加） △730,687 1,363,008

 リース投資資産の増減額（△は増加） 132,973 361,521

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,029 2,819

 仕入債務の増減額（△は減少） △629,441 △353,562

 未払費用の増減額（△は減少） 21,126 13,065

 リース債務の増減額（△は減少） △149,448 △390,008

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 214,525 △438,658

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △8,496 △3,636

 その他 - △2,558

 小計 △108,887 830,173

 利息及び配当金の受取額 7,646 4,576

 利息の支払額 △10,018 △9,985

 法人税等の支払額 △44,260 △246,334

 営業活動によるキャッシュ・フロー △155,520 578,430

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △170,000 △170,000

 定期預金の払戻による収入 170,000 170,000

 投資有価証券の取得による支出 △1,113 △115

 投資その他の資産の増減額（△は増加） △60,865 △21,620

 有形固定資産の取得による支出 △153,744 △171,842

 有形固定資産の売却による収入 - 264

 無形固定資産の取得による支出 △119,623 △118,412

 関係会社貸付けによる支出 - △8,400

 関係会社貸付金の回収による収入 - 3,000

 投資活動によるキャッシュ・フロー △335,346 △317,126

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） △106,000 △39,500

 リース債務の返済による支出 △67,692 △72,374

 セール・アンド・リースバックによる収入 - 86,967

 配当金の支払額 △63,071 △63,243

 財務活動によるキャッシュ・フロー △236,763 △88,150

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,652 △1,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △724,978 172,084

現金及び現金同等物の期首残高 3,847,222 3,170,856

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 67,264 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,189,508 ※1  3,342,941
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（IFRS第16号「リース」の適用）

一部の海外連結子会社は、第１四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」を適用しております。

IFRS第16号の適用により、原則としてすべての借手としてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として

計上する方法に変更しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

(有形固定資産の減価償却方法の変更）

有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社及び一部の連結子会社では主に定率法を採用しており

ましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更は、グループ会計方針の統一及び、より適正な期間損益計算の観点から減価償却方法について再検

討したところ、過去の投資及び使用実績、将来の投資及び使用計画等から、有形固定資産は、耐用年数内で長

期安定的に稼働することが見込まれることから、定額法を採用することが、有形固定資産の実態をより適正に

反映する合理的な方法であると判断したためであります。

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ14,632千円増加しております。

 

(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)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四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。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高

に含まれております。
　

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

受取手形 1,956千円 ―千円
 

 

※２ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

仕掛品 1,958,433千円 594,679千円

原材料及び貯蔵品 8,843  9,588  
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３　偶発債務

当社は、2018年10月26日付（訴状送達日：2018年11月15日）で、株式会社オージス総研から報酬及び損害賠

償金として総額3,409,520千円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟の提起を受けております。

本件訴訟は、株式会社オージス総研がエンドユーザから受注し、当社に対して発注した、電力自由化に向け

た、エンドユーザのシステム開発プロジェクトに関し、開発したシステムに瑕疵があることを理由とする債務

不履行等に基づく損害賠償の支払い、株式会社オージス総研がこれに関する当社の業務を支援したことを理由

とする商法第512条に基づく報酬の請求並びにそれらの遅延損害金の支払いを要求するものであります。

当社は今後の訴訟手続きにおいて、当社の正当性が全面的に受け容れられるよう主張し争う方針です。

なお、本件訴訟が当社グループの今後の業績に与える影響につきましては、現時点で合理的に予測すること

は困難であります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

現金及び預金 2,858,803千円 3,211,841千円

流動資産　その他 510,705 311,099

預入期間が３か月超の定期預金 △180,000 △180,000

現金及び現金同等物 3,189,508 3,342,941
 

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
　

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

2018年５月８日
取締役会

普通株式 62,980 18 2018年３月31日 2018年６月22日 利益剰余金
 

 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

　
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

2019年５月７日
取締役会

普通株式 62,980 18 2019年３月31日 2019年６月21日 利益剰余金
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(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 2018年４月１日 至 2018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

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 2,455,150 3,839,696 6,294,847 ― 6,294,847

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,455,150 3,839,696 6,294,847 ― 6,294,847

セグメント利益 55,794 795,857 851,651 △743,162 108,489
 

 

(注) １. セグメント利益の調整額△743,162千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費

△82,607千円及び全社費用△660,554千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２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019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

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 3,596,794 4,422,406 8,019,200 ― 8,019,200

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,596,794 4,422,406 8,019,200 ― 8,019,200

セグメント利益 345,546 1,093,679 1,439,226 △772,402 666,823
 

 

(注) １. セグメント利益の調整額△772,402千円には、各報告セグメントに配分していない製造補助部門費

△102,904千円及び全社費用△669,498千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。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、有形固定資産の減

価償却方法については、従来、当社及び一部の連結子会社では主に定率法を採用しておりましたが、第１

四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間のセグメント利益が、

「公共事業」で4,166千円、「社会・産業事業」で10,290千円それぞれ増加しております。
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(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２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

１株当たり四半期純利益(円) 22.61 125.69

 (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

79,107 439,780

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)

79,107 439,780

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,498 3,498
 

 

(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
 

 

 

2019年11月６日

株式会社両毛システムズ

取締役会 御中

 

新宿監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　中　　信　　行 ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 壬　　生　　米　　秋 ㊞

 

 

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」に掲げられている株式会社両毛シ

ステムズの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019

年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30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、四半期連結キャッシュ・フロー

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、株式会社両毛システムズ及び連結子会社の2019年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

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。

 
強調事項

注記事項（四半期連結貸借対照表関係）３偶発債務に記載されているとおり、会社が開発したシステムに瑕疵がある

ことを理由にして発注企業から損害賠償等を求める訴訟が提起されている。当該訴訟の今後の進行状況等によっては、

会社の連結業績に影響が生じる可能性がある。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
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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