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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49期

第１四半期連結
累計期間

第50期
第１四半期連結

累計期間
第49期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 4,557,545 5,018,278 20,540,313

経常利益又は経常損失（△） （千円） 41,951 △245,187 918,472

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 52,559 △138,518 551,034

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 22,877 △199,802 475,508

純資産額 （千円） 6,340,514 6,749,968 6,997,758

総資産額 （千円） 10,987,273 11,833,895 12,641,673

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 10.06 △25.05 103.56

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 54.5 54.0 52.1

　（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、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、第49期第１四半期連結累計期間及び第49期につ

いては、潜在株式が存在しないため、第50期第１四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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【経営上の重要な契約等】

　当第１四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。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策等により、企業収益や雇用情勢は底堅く推

移しているものの、個人消費の低迷や急速な円高の進行に伴う輸出の伸び悩みなど、依然として先行き不透明な状

況で推移いたしました。また、米国による金融引き締めの傾向に端を発した円高傾向への転換や英国のＥＵ離脱騒

動に伴う市場の混乱、世界各国で発生するテロ行為、移民・難民受入問題を発端とする保護主義の台頭が不安定な

世界情勢を醸成し、世界経済にも暗い影を落としてきております。

このような経済環境のもと、当社グループにおいては、受注環境は引き続き堅調に推移しております。売上に関

しては、前連結会計年度に取得した人事・給与業務アウトソーシングサービス事業を行う会社が加わったことによ

りマネージメントサービス（ＢＰＯ）事業の売上が増加したこと、また、コンサルティング・システム開発事業の

売上も前年同四半期を上回ったため、前年同四半期を上回る実績を確保しております。しかしながら、売上総利益

については、売上増加に伴う外部委託費の増加、需要拡大及び新規ビジネスに伴う先行的な人件費の増加、前連結

会計年度に発生した一部不採算プロジェクトの影響が当連結会計年度途中まで引き続くこと、また、一部の当社グ

ループにおいては下期に利益が偏る傾向にあることにより、前年同四半期を下回る結果となりました。また、販管

費総額についても売上増加・需要拡大に伴う先行採用コスト及び人件費の増加により前年同四半期と比較し増加し

ております。

その結果として、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高5,018百万円（前年同四半期比10.1％

増）、営業損失224百万円（前年同四半期は営業利益22百万円）、経常損失245百万円（前年同四半期は経常利益42

百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失139百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益53

百万円）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

①コンサルティング・システム開発事業

コンサルティング・システム開発事業の当第１四半期連結累計期間は売上高3,725百万円（前年同四半期比1.3％

増）、セグメント損失131百万円（前年同四半期はセグメント利益24百万円）となりました。

会計システムのコンサルティングにつきましては、会計システム及びその周辺システムの再構築や同領域に係る

業務改善に関して主要顧客を中心に受注を獲得しております。しかしながら、売上については新サービス領域での

立ち上げが遅れていることもあり前年同四半期を下回る結果となりました。また、利益につきましても、前述の要

因から先行的コストの発生及び稼働率の低下を招いたこと、一部案件に不調プロジェクトもあったことにより、損

失を計上しております。

会計を中心としたシステム開発につきましては、受注に関して主要顧客を中心に案件を獲得しており、前年同四

半期を上回る結果となりました。また、売上につきましても前年同四半期を大きく上回る実績を確保しておりま

す。しかしながら、利益につきましては、外部委託費の増加や人財確保のためのコスト増加及び前連結会計年度に

発生した一部不採算プロジェクトの影響が当連結会計年度途中まで引き続くことにより利益率が低下しており、前

年同四半期を下回る結果となりました。

証券・銀行・生損保等の金融業界のシステム開発につきましては、受注に関して主要顧客を中心に情報化投資案

件を堅調に獲得したことにより前年同四半期を上回る結果となりました。また、売上・利益につきましても前年同

四半期を上回る実績を確保しております。

ネットワークセキュリティに関する分野につきましては、標的型サイバー攻撃に対する各種リスクを多くの企業

が認識する社会環境にあり、引き続き需要は高く、受注に関して前年同四半期を上回る結果となりました。売上に

関しましても前年同四半期並みの売上を確保しております。しかしながら、利益につきましては規模拡大のための

人員増加、新規サービス開始に伴う先行的な人員増加により、人件費を中心とした先行的コストが発生したこと、

また、一部不採算プロジェクトが発生したことから損失を計上しております。

ＰＬＭ(Product Lifecycle Management)支援ソリューションにつきましては、製造業を中心とした製品設計の効

率化をもたらすソリューションを提供しており、従来のＰＬＭパッケージでは実現出来なかった製品管理を可能に
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したソリューションである「ＰＬＭconsole」を中心に案件を獲得しております。受注については前年同四半期を

上回る数値を、売上・利益については前年同四半期並みの実績を確保しております。

 

②マネージメントサービス（ＢＰＯ）事業

マネージメントサービス（ＢＰＯ）事業の当第１四半期連結累計期間は売上高1,369百万円（前年同四半期比

47.8％増）、セグメント損失100百万円（前年同四半期はセグメント損失10百万円）となりました。

静岡地区にて国内企業を中心とした給与・労務等に係わるアウトソーシングにつきましては、前年同四半期に引

き続き堅調に推移しており、受注は前年同四半期を上回る実績を確保し、売上・利益においては前年同四半期並の

実績を確保しております。前連結会計年度にて取得した新潟地区に業務拠点をもつ人事・給与業務アウトソーシン

グサービス事業につきましては、売上については計画を上回る数値にて堅調に推移しているものの、利益につきま

しては、下期に利益が偏る傾向にあることからビジネスプロセスの見直しをはかっておりますが、上期においては

先行的にコスト負担が発生しており損失を計上しております。

グローバル・シェアード・サービス事業につきましては、アジア進出企業向けＢＰＯコンサルティングを中心に

事業展開を行っており、前年同四半期に引き続き受注・売上ともに堅調に推移しております。

外資系企業を中心とした経理・財務等のアウトソーシング及びＩＴソリューションにつきましては、受注におい

ては堅調な推移を見せているものの、売上は前年同四半期をやや下回っております。利益につきましては生産性の

改善と販管費抑制の効果により前年同四半期を上回る結果となっております。

人材派遣につきましては、受注・売上については前年同四半期並みの実績を確保しているものの、利益について

は一部でフォローアップ対応が発生した影響もあり、前年同四半期を下回る結果となりました。

医療機関等に対する人材派遣・事務請負につきましては、医療関連コンサルの拡大及び人材派遣案件の増加によ

り、受注・売上ともに前年同四半期を上回る実績を確保しております。

熊本でのＢＰＯセンター事業につきましては、ＢＰＯビジネス拡大に伴い案件を獲得しており、売上、利益とも

に堅調に増加しております。ビジネス拡大による人件費等費用が増加傾向にあるため、効率的な事業運営が今後の

鍵となっております。

損害保険会社の保険代理店向けシステムサポートサービス事業につきましては、前連結会計年度にて当社グルー

プが集約している日比谷本社への移転等が当社グループのシナジー効果を一層強め、受注・売上も着実に増えてお

ります。利益については前年同四半期並みの実績を確保しております。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動に伴う研究開発費は発生しておりません。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 35,600,000

計 35,600,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数(株)

(平成28年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年８月10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 8,000,000 8,000,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 8,000,000 8,000,000 － －

 

(2)【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)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【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28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 8,000,000 － 2,233,490 － 1,033,711

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

当第１四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ないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成28年６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　1,851,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,145,000 61,450 －

単元未満株式 普通株式　　　3,100 － －

発行済株式総数 8,000,000 － －

総株主の議決権 － 61,450 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年６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（％）

㈱ビジネスブレイン太田

昭和

東京都港区西新橋一丁

目２番９号
1,851,900 － 1,851,900 23.15

計 － 1,851,900 － 1,851,900 23.15

　（注）　上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において、自己株式として認識している当社株式が627,400株ありま

す。これは、従業員持株ＥＳＯＰ信託、株式付与ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託の導入に伴う各信託口

への自己株式の譲渡について、当社と各信託は一体であるとする会計処理を採用しており、当該株式を自己株

式として計上しているためであります。

 

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１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、ひびき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 5,104,091 4,764,298

売掛金 3,505,158 2,597,828

仕掛品 ※２ 143,713 ※２ 517,630

その他 729,810 791,802

貸倒引当金 △399 －

流動資産合計 9,482,373 8,671,558

固定資産   

有形固定資産 245,331 241,189

無形固定資産   

のれん 220,121 210,766

その他 212,775 227,915

無形固定資産合計 432,896 438,681

投資その他の資産   

投資有価証券 1,239,633 1,183,308

その他 1,241,890 1,299,459

貸倒引当金 △450 △300

投資その他の資産合計 2,481,073 2,482,467

固定資産合計 3,159,300 3,162,337

資産合計 12,641,673 11,833,895

負債の部   

流動負債   

買掛金 976,640 851,963

1年内返済予定の長期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 270,609 49,066

賞与引当金 722,625 415,554

役員賞与引当金 45,500 18,500

その他の引当金 53,147 2,857

その他 1,180,961 1,324,982

流動負債合計 3,349,482 2,762,922

固定負債   

長期借入金 100,000 67,500

退職給付に係る負債 2,041,576 2,063,090

従業員株式付与引当金 18,673 45,609

役員報酬ＢＩＰ信託引当金 13,259 25,838

その他 120,925 118,968

固定負債合計 2,294,433 2,321,005

負債合計 5,643,915 5,083,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,233,490

資本剰余金 2,594,161 2,593,529

利益剰余金 3,382,129 3,192,158

自己株式 △1,555,471 △1,547,175

株主資本合計 6,654,309 6,472,002

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,447 11,277

退職給付に係る調整累計額 △91,563 △89,092

その他の包括利益累計額合計 △63,116 △77,815

非支配株主持分 406,565 355,781

純資産合計 6,997,758 6,749,968

負債純資産合計 12,641,673 11,833,895
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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)

売上高 4,557,545 5,018,278

売上原価 3,842,455 4,412,843

売上総利益 715,090 605,435

販売費及び一般管理費 693,063 829,922

営業利益又は営業損失（△） 22,027 △224,487

営業外収益   

受取利息 1,934 5,541

受取配当金 16,958 3,864

その他 2,222 2,895

営業外収益合計 21,114 12,300

営業外費用   

支払利息 765 445

有形固定資産除去損 222 1,032

投資有価証券評価損 － 18,039

ゴルフ会員権評価損 － 10,200

その他 203 3,284

営業外費用合計 1,190 33,000

経常利益又は経常損失（△） 41,951 △245,187

特別利益   

投資有価証券売却益 56,877 －

特別利益合計 56,877 －

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（△）
98,828 △245,187

法人税等 57,612 △60,107

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,216 △185,080

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
52,559 △138,518

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,343 △46,562

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,905 △17,193

退職給付に係る調整額 566 2,471

その他の包括利益合計 △18,339 △14,722

四半期包括利益 22,877 △199,802

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 34,160 △153,217

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,283 △46,585
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(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

金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、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)及び利益剰余金はそれぞれ

25,835千円増加しております。

 

(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の適用)

　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。

　なお、これによる当第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。

 

(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１四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。ただし、当該見積

実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
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）

当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 1,500,000千円

借入実行残高 － －

差引額 1,500,000 1,500,000

 

※２　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺表示しております。相殺表示したたな卸

資産に対応する受注損失引当金の額は次のとおりであります。

 
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）

仕掛品に係るもの 52,711千円 27,472千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四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１四半期

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。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 
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）

減価償却費 23,384千円 35,351千円

のれんの償却額 7,282 9,355

 

（株主資本等関係）

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）

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４月30日

取締役会
普通株式 68,257 12  平成27年３月31日  平成27年６月24日 利益剰余金

（注）１．上記の「配当金の総額」には、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金2,364千円が含

まれております。

２．上記の「配当金の総額」には、株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金3,276千円が含ま

れております。

 

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）

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４月28日

取締役会
普通株式 86,073 14  平成28年３月31日  平成28年６月24日 利益剰余金

（注）１．上記の「配当金の総額」には、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金2,022千円を含

めております。

２．上記の「配当金の総額」には、株式付与ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式に対する配当金3,822千円を含め

ております。

３．上記の「配当金の総額」には、役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式に対する配当金2,940千円を含めて

おります。

 

（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）

 
コンサルティング・シ

ステム開発
マネージメントサー
ビス（ＢＰＯ）

合計

売上高    

外部顧客への売上高 3,675,519 882,026 4,557,545

セグメント間の内部売上高又は振替高 1,402 44,001 45,403

計 3,676,921 926,027 4,602,948

セグメント利益又は損失（△） 24,255 △10,392 13,863
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 13,863  

棚卸資産の調整額 5,552  

その他 2,612  

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 22,027  

 

３．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）

 
コンサルティング・シ

ステム開発
マネージメントサー
ビス（ＢＰＯ）

合計

売上高    

外部顧客への売上高 3,711,851 1,306,427 5,018,278

セグメント間の内部売上高又は振替高 13,221 62,280 75,501

計 3,725,072 1,368,707 5,093,779

セグメント損失（△） △130,867 △99,706 △230,573

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 △230,573  

棚卸資産の調整額 △2,123  

その他 8,209  

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失（△） △224,487  

 

３．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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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
10円06銭 △25円05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又は親会

社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千

円）

52,559 △138,518

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

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

52,559 △138,518

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,224 5,529

（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

　　　２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期

純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　３．従業員持株ＥＳＯＰ信託、株式付与ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、「１株

当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております

（前第１四半期連結累計期間464千株、当第１四半期連結累計期間619千株）。

２【その他】

平成28年４月28日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ) 配当金の総額………………………………………86,073千円

(ロ) １株当たりの金額…………………………………14円

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成28年６月24日

（注）１．平成28年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

     ２．上記の「配当金の総額」には、従業員持株ＥＳＯＰ信託、株式付与ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託

に対する配当金を含めております。
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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28年８月８日

株式会社ビジネスブレイン太田昭和

取締役会　御中

 

 ひびき監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　弘司　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 佐々木　裕美子　　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」に掲げられている株式会社ビジ

ネスブレイン太田昭和の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６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、四半期連結損益及び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、株式会社ビジネスブレイン太田昭和及び連結子会社の平成28年６

月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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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