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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51期

第２四半期
連結累計期間

第52期
第２四半期
連結累計期間

第51期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９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) 6,347,472 7,385,627 13,843,315

経常利益 (千円) 67,105 114,612 389,399

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 20,334 93,047 205,755

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △3,018 155,990 28,267

純資産額 (千円) 2,527,058 2,329,121 2,514,738

総資産額 (千円) 9,557,321 10,164,300 10,232,070

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 2.33 10.72 23.59

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 (％) 26.4 22.9 24.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 122,666 304,130 480,387

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △119,037 △80,264 △207,335

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △54,158 △50,330 △201,710

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,131,082 2,425,419 2,252,141
 

　

回次
第51期

第２四半期
連結会計期間

第52期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 13.94 10.34
 

(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 【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）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２四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。

 

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が判断したものでありま

す。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価上昇率の低下による実質雇用者所得の伸びを背景に、

個人消費が持ち直しつつあるものの、円高や新興国経済の減速による企業収益の悪化を受けて、設備投資の回復

ペースが鈍化し、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当情報サービス業界におきましては、クラウドコンピューティングやビッグデータ、ＩoＴなどの技術活用によ

るビジネス分野の拡大が期待されるとともに、ＡＩ（人工知能）を始めとする新たな技術分野にも注目が集まる

など、業界を取り巻く環境はめまぐるしく変化してきております。

このような環境のもと当社は、スローガン「Change ＆ Challenge」のもと以下の基本方針を掲げ、平成29年３

月の当社創立50周年に向け、年度目標の達成に邁進しております。

① 時代の変化、顧客のニーズを正確に捉え、優れたＱＣＤにより最適なＩＴサービスを提供

② 駐輪場ビジネス業界での絶対的優位の確立と、自転車関連ビジネス（ＢtoＣ）の推進

③ 地域特性を活かした営業所への変革と自立したビジネス拠点の確立

④ 課金型ビジネスモデルの推進とＩＲＴ（※１）を活用した新サービスの構築

当第２四半期連結累計期間におきましては、当社グループ連結で大幅な増収増益とすることができました。当

社単独では、自己株式公開買付けに伴い営業外費用が増加したため、減益となりましたが、売上については、順

調に受注獲得が進み、大幅な増収となりました。一方、子会社の株式会社ゼクシスでは、順調に業績を伸ばし、

前年同期比増収増益となりました。また、ＮＣＤテクノロジー株式会社では、ＩＴ基盤事業拡大への継続投資の

回収が進み、安定的に黒字化できる体質となり、大幅な増収増益となりました。

以上により、当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,385百万円（前年同期比16.4％増）、営業利益128百万

円（前年同期比169.3％増）、経常利益114百万円（前年同期比70.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

93百万円（前年同期比357.6％増）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 システム開発事業

営業体制強化による効果が現われ順調に案件獲得が進んだこと、さらに、プロジェクト進捗管理、品質管理強

化策が軌道に乗り、不採算プロジェクト解消が進んだことにより、増収増益となりました。この結果、売上高

2,746百万円（前年同期比8.2％増）、営業利益175百万円（前年同期比12.2％増）となりました。

 

② サポート＆サービス事業

順調な増員要請に基づく事業拡大が続いたこと、さらに、ＩＴ基盤事業拡大や新規領域獲得のための投資に対

する回収が進み、大幅な増収増益となりました。この結果、売上高2,111百万円（前年同期比30.2％増）、営業利

益67百万円（前年同期比65.5％増）となりました。
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③ パーキングシステム事業

自治体の指定管理案件や月極め駐輪場のＥＣＯＰＯＯＬの受注が順調に伸びたこと、さらに駐輪場利用料収入も増

加し、増収増益となりました。この結果、売上高2,516百万円（前年同期比15.9％増）、営業利益346百万円（前

年同期比34.9％増）となりました。

（※１）ＩＲＴ（Information Recognition Technology）

コンピュータによる情報の検索・照合・認識処理における、処理装置を含んだ利用技術の総称です。

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、10,164百万円となりまし

た。減少した主なものは、受取手形及び売掛金の134百万円及びリース債権及びリース投資資産の86百万円であり

ます。一方、増加した主なものは、現金及び預金の173百万円であります。負債は、前連結会計年度末に比べ117

百万円増加し、7,835百万円となりました。増加した主なものは、長期借入金の265百万円であります。一方、減

少した主なものは、流動負債その他の126百万円であります。また、純資産は、前連結会計年度末に比べ185百万

円減少し、2,329百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末の24.6％から22.9％となっております。

 

(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は、前連結会計年度末と比較して173百万円増加し、

2,425百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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)

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して181百万円

増加し、304百万円の流入となりました。主な流入要因は、売上債権の減少額133百万円及び退職給付に係る負債

の増加額127百万円です。一方、主な流出要因は、仕入債務の減少額78百万円です。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して38百万円

増加し、80百万円の流出となりました。主な流出要因は、有形固定資産の取得による支出212百万円です。一方、

主な流入要因は、有形固定資産の売却による収入161百万円です。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期と比較して３百万円

増加し、50百万円の流出となりました。主な流出要因は、自己株式の取得による支出315百万円及びリース債務の

返済による支出52百万円です。一方、主な流入要因は、長期借入金の純増加額350百万円です。

 

(4) 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、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。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は35百万円であります。

なお、当第２四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 14,000,000

計 14,000,000
 

 

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月11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 8,800,000 8,800,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であ
ります。

計 8,800,000 8,800,000 ― ―
 

 

(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７月１日～
平成28年９月30日

― 8,800,000 ― 438,750 ― 903,593
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(6) 【大株主の状況】

  平成28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
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＮＣＤ社員持株会 東京都品川区西五反田４丁目32－１ 510 5.81

株式会社北斗 群馬県伊勢崎市赤堀今井町２丁目1044－１ 430 4.89

下 條 武 男 東京都文京区 390 4.43

小　黒　節　子 東京都目黒区 280 3.18

寺 内 吉 孝 大阪府堺市東区 190 2.16

山 田 正 勝 東京都練馬区 172 1.95

村　山　俊　生 東京都文京区 167 1.90

原　　　妙　子 大阪府吹田市 139 1.58

原　　　　　晃 大阪府豊中市 137 1.56

下　條　　　治 東京都板橋区 119 1.35

計 ― 2,534 28.81
 

（注）上記のほか当社所有の自己株式858千株（9.76％）があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28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    858,500
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  7,939,600 79,396 ―

単元未満株式 普通株式      1,900 ― ―

発行済株式総数 8,800,000 ― ―

総株主の議決権 ― 79,396 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成28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)
日本コンピュータ・ダイ
ナミクス株式会社

東京都品川区西五反田
四丁目32－１

858,500 ― 858,500 9.76

計 ― 858,500 ― 858,500 9.76
 

 

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(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,440,318 2,613,606

  受取手形及び売掛金 2,023,444 1,889,426

  商品及び製品 26,327 50,276

  仕掛品 180,756 159,533

  その他 1,224,389 1,217,426

  貸倒引当金 △11,440 ―

  流動資産合計 5,883,796 5,930,269

 固定資産   

  有形固定資産 927,470 928,117

  無形固定資産 114,780 106,586

  投資その他の資産   

   リース債権及びリース投資資産 1,845,593 1,759,502

   その他 1,460,430 1,439,824

   投資その他の資産合計 3,306,023 3,199,326

  固定資産合計 4,348,274 4,234,030

 資産合計 10,232,070 10,164,300

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 609,249 527,307

  短期借入金 907,301 917,301

  1年内返済予定の長期借入金 75,000 160,000

  賞与引当金 424,741 352,441

  その他 1,645,591 1,519,246

  流動負債合計 3,661,884 3,476,296

 固定負債   

  長期借入金 25,000 290,000

  リース債務 1,979,354 2,017,726

  役員退職慰労引当金 169,747 120,332

  退職給付に係る負債 1,803,235 1,842,595

  その他 78,111 88,228

  固定負債合計 4,055,448 4,358,882

 負債合計 7,717,332 7,835,179
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 438,750 438,750

  資本剰余金 903,593 903,593

  利益剰余金 1,277,506 1,326,947

  自己株式 △19,402 △317,401

  株主資本合計 2,600,447 2,351,889

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,874 36,627

  為替換算調整勘定 1,253 1,524

  退職給付に係る調整累計額 △121,838 △60,919

  その他の包括利益累計額合計 △85,709 △22,767

 純資産合計 2,514,738 2,329,121

負債純資産合計 10,232,070 10,164,300
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 6,347,472 7,385,627

売上原価 5,427,531 6,358,077

売上総利益 919,940 1,027,550

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 261,619 264,620

 賞与引当金繰入額 52,498 52,571

 退職給付費用 23,171 37,697

 役員退職慰労引当金繰入額 10,516 9,867

 その他 524,283 533,952

 販売費及び一般管理費合計 872,089 898,709

営業利益 47,851 128,840

営業外収益   

 受取利息 84 40

 受取配当金 3,069 2,029

 受取保険金及び配当金 4,278 4,473

 その他 23,268 6,905

 営業外収益合計 30,700 13,449

営業外費用   

 支払利息 7,759 8,296

 自己株式取得費用 ― 17,267

 その他 3,685 2,112

 営業外費用合計 11,445 27,676

経常利益 67,105 114,612

特別損失   

 固定資産除却損 17,787 ―

 関係会社清算損 ― 1,816

 事務所移転費用 21,206 ―

 その他 2,615 ―

 特別損失合計 41,609 1,816

税金等調整前四半期純利益 25,495 112,795

法人税等 5,161 19,747

四半期純利益 20,334 93,047

親会社株主に帰属する四半期純利益 20,334 93,047
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 20,334 93,047

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 108 1,752

 為替換算調整勘定 △148 270

 退職給付に係る調整額 △23,313 60,919

 その他の包括利益合計 △23,353 62,942

四半期包括利益 △3,018 155,990

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △3,018 155,990

 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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 25,495 112,795

 減価償却費 106,672 107,115

 のれん償却額 6,225 ―

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,954 △11,440

 賞与引当金の増減額（△は減少） △64,189 △72,300

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,455 ―

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9,119 127,140

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,392 △49,414

 受取利息及び受取配当金 △3,154 △2,070

 支払利息 7,759 8,296

 売上債権の増減額（△は増加） 538,101 133,923

 たな卸資産の増減額（△は増加） △113,192 △2,861

 仕入債務の増減額（△は減少） △191,947 △78,675

 未払消費税等の増減額（△は減少） △208,699 20,739

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △37,477 11,301

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,448 △18,923

 その他 62,590 74,829

 小計 223,556 360,455

 利息及び配当金の受取額 3,162 2,078

 利息の支払額 △7,876 △8,762

 法人税等の支払額 △96,175 △49,640

 営業活動によるキャッシュ・フロー 122,666 304,130

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 △98,047 △98,058

 定期預金の払戻による収入 98,037 98,047

 有形固定資産の取得による支出 △74,855 △212,068

 有形固定資産の売却による収入 6,788 161,308

 無形固定資産の取得による支出 △19,748 △15,037

 保険積立金の増減額（△は増加） △25,713 △12,938

 その他 △5,498 △1,517

 投資活動によるキャッシュ・フロー △119,037 △80,264

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） △13,100 10,000

 長期借入れによる収入 100,000 400,000

 長期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

 自己株式の取得による支出 ― △315,267

 リース債務の返済による支出 △48,262 △52,337

 配当金の支払額 △42,795 △42,726

 財務活動によるキャッシュ・フロー △54,158 △50,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 240 △257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,288 173,277

現金及び現金同等物の期首残高 2,181,371 2,252,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,131,082 ※1  2,425,419
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【注記事項】

 

(会計方針の変更等)

　
当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(会計方針の変更)

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日以後に取得する建物

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、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への影響額はありません。
 

　

(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２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

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

引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算

する方法によっております。
 

 

(追加情報)

 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

「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。
 

 

(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 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金  2,319,255千円 2,613,606千円

預入期間が３か月を超える定期預金  △188,172千円 △188,187千円

現金及び現金同等物 2,131,082千円 2,425,419千円
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(株主資本等関係)

 
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 43,607 5円00銭 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 43,607 5円00銭 平成27年９月30日 平成27年12月２日 利益剰余金
 

 
 
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月16日
取締役会

普通株式 43,607　 　5円00銭 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月28日
取締役会

普通株式 39,707 5円00銭 平成28年９月30日 平成28年12月２日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成28年７月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式780,000株の取得を行いました。この自己株

式の取得等により、自己株式は、当第２四半期連結累計期間において297,999千円増加し、当第２四半期連結会計

期間末は317,401千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２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

 
 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

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

システム
開発事業

サポート＆
サービス事

業

パーキング
システム事

業
計

売上高         

  外部顧客への売上高 2,538,686 1,621,804 2,170,937 6,331,428 16,043 6,347,472 ― 6,347,472

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 2,538,686 1,621,804 2,170,937 6,331,428 16,043 6,347,472 ― 6,347,472

セグメント利益又
は損失（△）

156,183 40,811 257,211 454,206 △28,781 425,424 △377,573 47,851
 

(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ます。

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△377,573千円は、各セグメントに配分していない全社費用であ

り、親会社に係る一般管理費であります。

    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。

 

 
 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

 
 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

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

システム
開発事業

サポート＆
サービス事

業

パーキング
システム事

業
計

売上高         

  外部顧客への売上高 2,746,905 2,111,595 2,516,033 7,374,534 11,092 7,385,627 ― 7,385,627

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 2,746,905 2,111,595 2,516,033 7,374,534 11,092 7,385,627 ― 7,385,627

セグメント利益又
は損失（△）

175,173 67,550 346,957 589,681 △7,663 582,017 △453,177 128,840
 

(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ます。

    ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△453,177千円は、各セグメントに配分していない全社費用であ

り、親会社に係る一般管理費であります。

    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。
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(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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額  2円33銭  10円72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) 20,334 93,047

   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)

20,334 93,047

   普通株式の期中平均株式数(千株) 8,721 8,678
 

(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】

 

第52期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当について、平成28年10月28日開催の取締役会にお

いて、平成28年９月30日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたし

ました。

① 配当金の総額                                39,707千円

② １株当たりの金額                           　 5円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成28年12月２日
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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11月11日

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

取 締 役 会  御 中

 

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   横　　内　　龍　　也　 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   小　野　原　　徳　郎   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」に掲げられている日本コンピュー

タ・ダイナミクス株式会社の平成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２四半期連結会計期間(平

成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社及び連結子会社の平成

28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。

 

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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