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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28年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,320,528 3,467,847

受取手形及び売掛金 573,151 524,190

商品及び製品 6,849 4,848

仕掛品 7,716 6,306

原材料及び貯蔵品 237 4

前渡金 249,781 327,655

繰延税金資産 50,897 45,770

その他 128,906 140,497

貸倒引当金 △11,206 △12,145

流動資産合計 4,326,861 4,504,975

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 57,615 55,450

機械装置及び運搬具（純額） 5,131 2,986

工具、器具及び備品（純額） 89,779 95,175

土地 83,947 87,557

有形固定資産合計 236,473 241,169

無形固定資産

のれん 5,877 2,938

ソフトウエア 119,832 107,827

その他 2,893 5,313

無形固定資産合計 128,603 116,079

投資その他の資産

投資有価証券 527,563 548,370

敷金及び保証金 226,722 228,353

その他 35,985 30,434

貸倒引当金 △13,025 △11,735

投資その他の資産合計 777,245 795,423

固定資産合計 1,142,322 1,152,672

資産合計 5,469,183 5,657,647
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 169,675 165,719

未払費用 64,860 111,894

未払法人税等 145,650 52,197

未払消費税等 33,340 22,812

前受金 540,500 658,340

賞与引当金 66,060 47,150

役員賞与引当金 5,000 4,500

返品調整引当金 6,947 6,138

ポイント引当金 3,038 3,085

受注損失引当金 1,834 0

その他 22,763 18,926

流動負債合計 1,059,669 1,090,765

固定負債

ポイント引当金 2,431 2,468

繰延税金負債 1,936 7,145

その他 5,400 5,400

固定負債合計 9,767 15,013

負債合計 1,069,437 1,105,779

純資産の部

株主資本

資本金 277,375 277,375

資本剰余金 287,290 287,291

利益剰余金 3,803,532 4,002,931

自己株式 △17,440 △99,115

株主資本合計 4,350,756 4,468,483

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,640 39,691

為替換算調整勘定 15,177 34,290

その他の包括利益累計額合計 33,817 73,982

非支配株主持分 15,171 9,401

純資産合計 4,399,746 4,551,867

負債純資産合計 5,469,183 5,657,647
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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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 3,237,914 3,278,294

売上原価 1,758,122 1,795,009

売上総利益 1,479,791 1,483,284

返品調整引当金戻入額 6,815 6,947

返品調整引当金繰入額 8,015 6,138

差引売上総利益 1,478,591 1,484,093

販売費及び一般管理費 1,062,745 1,099,455

営業利益 415,846 384,637

営業外収益

受取利息 555 528

受取配当金 3,745 7,395

持分法による投資利益 - 3,008

為替差益 - 6,393

受取事務手数料 4,508 2,157

雑収入 1,971 751

営業外収益合計 10,780 20,234

営業外費用

持分法による投資損失 49,438 -

投資事業組合運用損 1,709 2,433

為替差損 5,614 -

雑損失 311 589

営業外費用合計 57,073 3,023

経常利益 369,553 401,848

特別利益

固定資産売却益 - 479

投資有価証券売却益 - 9,500

特別利益合計 - 9,979

特別損失

固定資産除却損 8 0

投資有価証券評価損 10,000 -

子会社株式評価損 - 564

子会社清算損 - 0

特別損失合計 10,008 565

税金等調整前四半期純利益 359,544 411,262

法人税等合計 162,537 145,295

四半期純利益 197,007 265,966

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △112 △1,286

親会社株主に帰属する四半期純利益 197,119 267,253
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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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 197,007 265,966

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,895 8,081

為替換算調整勘定 △22,991 14,498

持分法適用会社に対する持分相当額 △23,809 17,584

その他の包括利益合計 △58,696 40,164

四半期包括利益 138,311 306,131

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 138,423 307,417

非支配株主に係る四半期包括利益 △112 △1,286
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日)

（持分法適用の範囲の重要な変更）

第２四半期連結会計期間より、杰昱（上海）信息技術有限公司は重要性が増したため持分法適用の範囲に含め

ております。

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日)

（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）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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(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。)及びのれん償却額は、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27年10月１日
至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 106,041千円 88,005千円

のれん償却額 2,938千円 2,938千円

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年６月30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27年12月22日
定時株主総会

普通株式 67,854 13.00 平成27年９月30日 平成27年12月24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。

３．株主資本の著しい変動

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28年10月１日 至 平成29年６月30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28年12月22日
定時株主総会

普通株式 67,854 13.00 平成28年９月30日 平成28年12月26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。

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成28年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平成28年11月17日から平成28年12月14日の期間にお

いて、市場買付により37,200株、29,919千円の自己株式を取得いたしました。同じく、平成29年２月９日開催の

取締役会決議に基づき、平成29年２月13日から平成29年３月17日の期間において、市場買付により51,800株、

51,754千円の自己株式を取得いたしました。これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は

124,443株、99,115千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年10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
その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３乗換案内事業

マルチ
メディア事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,086,788 88,099 3,174,888 63,026 ― 3,237,914

セグメント間の内部
売上高又は振替高

342 ― 342 13,676 △14,019 ―

計 3,087,131 88,099 3,175,230 76,702 △14,019 3,237,914

セグメント利益
又は損失(△)

682,362 △5,997 676,364 2,608 △263,126 415,846

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発ソフトウエア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△263,126千円には、のれん償却額△2,938千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△260,188千円が含まれております。

３ 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調整を行っております。

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。

当第３四半期連結累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29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
その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３乗換案内事業

マルチ
メディア事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,129,085 49,872 3,178,958 99,336 ― 3,278,294

セグメント間の内部
売上高又は振替高

734 ― 734 13,533 △14,268 ―

計 3,129,820 49,872 3,179,692 112,869 △14,268 3,278,294

セグメント利益
又は損失(△)

600,263 △15,086 585,177 9,976 △210,515 384,637

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、受託開発ソフトウエア業、情報関

連機器リース業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△210,515千円には、のれん償却額△2,938千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△207,576千円が含まれております。

３ 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調整を行っております。

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。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額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27年10月１日
至 平成28年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 37円77銭 51円70銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 197,119 267,253

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
四半期純利益金額(千円)

197,119 267,253

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,219 5,169

(注) 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。


