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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53期

第３四半期連結
累計期間

第54期
第３四半期連結

累計期間
第53期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 1,337,899 1,654,879 3,486,567

経常損益（△は損失） （千円） △220,916 △241,944 136,908

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損益（△は損失）
（千円） △157,107 △176,389 67,333

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △98,680 △126,842 106,158

純資産額 （千円） 3,769,541 3,868,139 3,974,381

総資産額 （千円） 5,486,359 6,027,980 5,840,868

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（△は損失）
（円） △21.52 △23.70 9.22

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 （％） 68.7 64.2 68.0

 

回次
第53期

第３四半期連結
会計期間

第54期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純損益金額（△

は損失）
（円） △3.77 1.01

　（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．第53期第３四半期連結累計期間及び第54期第３四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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

また、第53期の潜在株式調整後１株当たり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３四半期連結累計期間において、当社グループ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３四半期連結累計期間において、新たな事象等のリスクの発生、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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いておりますが、グローバル経済に

おける不確実性の高まりや金融資本市場の変動影響に留意が必要な状況であります。一方、情報サービス産業に

おいては売上高増加基調が続いており、回復基調の継続が期待されております。〔経済産業省特定サービス産業

動態統計（平成28年11月分確報）より〕

　このような環境下、当社グループにおきましては、「新しいＯＤＫへのモデルチェンジ」を中期経営計画（平

成28～30年度）の目標とし、「アライアンス・Ｍ＆Ａを活用した新規事業創出」「商品ラインアップ充実、戦略

的営業展開」「業務推進方法の見直し、リソースの適正配分」を基本戦略として様々な施策に取組んでおりま

す。

　当第３四半期連結累計期間につきましては、「受験ポータルサイト『ＵＣＡＲＯ（ウカロ）』」の本格運用を

開始いたしました。また、株式会社ファルコホールディングスと新たな協業サービスの企画・開発に向け検討を

継続しております。さらに、株式会社リアルグローブとともに高大接続・学修支援プラットフォーム実現に向け

た実証事業の体制整備をすすめております。情報処理アウトソーシングにおいては、大学入試業務の受託校数を

４校、Web出願サービスの受託校数を22校、『ＵＣＡＲＯ』の受託校数を16校それぞれ増やしたほか、マイナン

バー業務の受託社数を22社としております。

　株式会社ファルコバイオシステムズの臨床検査システムの運用業務やマイナンバー業務開始等により、売上高

は1,654,879千円（前年同四半期比 23.7%増）となりました。一方で、ソフトウェア資産増加にともなう減価償

却費の増加、臨床検査システムの運用業務やマイナンバー業務開始及び業務推進方法の見直し過程での支払手数

料の増加、臨床検査システムの運用業務やマイナンバー業務開始による機械賃借料の増加等により営業損失は

255,654千円（前年同四半期は営業損失248,345千円）、経常損失は241,944千円（同 経常損失220,916千円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失は176,389千円（同 親会社株主に帰属する四半期純損失157,107千円）とな

りました。

　なお、当社グループの事業は、大学入試業務等をはじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急

増するといった特性があります。このため、第３四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、低い水準にとどま

り、損失計上を余儀なくされる傾向にあります。

 

　売上高の内訳は、次のとおりであります。

　なお、当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント毎の記載に代えて、サービス別の内訳を記載

しております。

＜システム運用＞

　臨床検査システムの運用業務やマイナンバー業務等により、1,396,765千円（前年同四半期比 29.1%増）と

なりました。

＜システム開発及び保守＞

　顧客システムリニューアル案件や一般事業法人向けシステム開発による増加等により、254,240千円（同

15.6%増）となりました。

＜機械販売＞

　顧客機器入替の剥落等により、3,873千円（同 89.3%減）となりました。
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　(2）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて187,111千円増の6,027,980千円となりま

した。これは主に売上債権の減少があったものの、仕掛品の増加があったことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比べて293,354千円増の2,159,840千円となりました。これは主に新規借入れによ

る長期借入金の増加によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比べて106,242千円減の3,868,139千円となりました。これは主に利益剰余金の

減少によるものであります。

 

　(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

 

　(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

　(5）従業員数

　当第３四半期連結累計期間において、臨床検査システムの運用業務受託にともなう出向者受入等により、当社

グループ従業員数が28名増加しました。当第３四半期連結会計期間末の従業員数は142名となっております。
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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 32,800,000

計 32,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２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 8,200,000 8,200,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 8,200,000 8,200,000 － －

 

（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10月１日～

平成28年12月31日
－ 8,200,000 － 637,200 － 607,200

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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３四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９月30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12月31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　　600,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　7,599,400 75,994 －

単元未満株式 普通株式　　　　600 － －

発行済株式総数 8,200,000 － －

総株主の議決権 － 75,994 －

 

②【自己株式等】

平成28年12月31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）

株式会社ＯＤＫ

ソリューションズ

大阪市中央区道修町

一丁目６番７号
600,000 － 600,000 7.31

計 － 600,000 － 600,000 7.31

 

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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,613,647 1,594,893

売掛金 931,360 395,327

有価証券 － 100,978

商品 91 －

仕掛品 12,421 823,994

繰延税金資産 45,695 129,697

その他 90,439 95,772

貸倒引当金 △5,515 △2,156

流動資産合計 2,688,141 3,138,507

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 79,519 73,061

工具、器具及び備品（純額） 109,046 97,068

リース資産（純額） 369,171 280,803

建設仮勘定 － 8,435

有形固定資産合計 557,737 459,368

無形固定資産   

のれん 52,713 40,549

ソフトウエア 705,119 771,390

リース資産 65,058 52,959

ソフトウエア仮勘定 149,842 102,867

その他 4,932 5,118

無形固定資産合計 977,666 972,885

投資その他の資産   

投資有価証券 1,083,876 932,689

繰延税金資産 176,019 146,594

長期預金 100,000 100,000

差入保証金 168,172 166,519

その他 89,254 111,436

貸倒引当金 － △22

投資その他の資産合計 1,617,322 1,457,217

固定資産合計 3,152,726 2,889,472

資産合計 5,840,868 6,027,980
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 126,681 144,887

短期借入金 120,012 240,024

リース債務 151,185 143,916

未払金 25,020 33,612

未払費用 53,559 70,908

未払法人税等 64,185 6,975

賞与引当金 103,811 53,538

その他 97,154 59,640

流動負債合計 741,611 753,502

固定負債   

長期借入金 329,973 719,952

リース債務 295,305 201,414

退職給付に係る負債 486,727 472,101

長期未払金 12,870 12,870

固定負債合計 1,124,875 1,406,338

負債合計 1,866,486 2,159,840

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 3,005,925 2,754,736

自己株式 △286,500 △191,100

株主資本合計 3,963,825 3,808,036

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,555 60,102

その他の包括利益累計額合計 10,555 60,102

純資産合計 3,974,381 3,868,139

負債純資産合計 5,840,868 6,027,980
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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４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 1,337,899 1,654,879

売上原価 996,468 1,293,139

売上総利益 341,431 361,740

販売費及び一般管理費 589,776 617,394

営業損失（△） △248,345 △255,654

営業外収益   

受取利息 397 458

受取配当金 13,234 15,605

受取手数料 1,033 1,103

投資事業組合運用益 16,700 －

その他 1,508 2,340

営業外収益合計 32,874 19,506

営業外費用   

支払利息 5,445 4,691

投資事業組合運用損 － 1,039

その他 － 65

営業外費用合計 5,445 5,796

経常損失（△） △220,916 △241,944

特別利益   

固定資産売却益 － 134

特別利益合計 － 134

特別損失   

固定資産除却損 0 316

特別損失合計 0 316

税金等調整前四半期純損失（△） △220,916 △242,126

法人税、住民税及び事業税 8,065 10,665

法人税等調整額 △71,875 △76,403

法人税等合計 △63,809 △65,737

四半期純損失（△） △157,107 △176,389

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △157,107 △176,389
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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４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純損失（△） △157,107 △176,389

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 58,426 49,547

その他の包括利益合計 58,426 49,547

四半期包括利益 △98,680 △126,842

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,680 △126,842
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

 該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（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）

　法人税法の改正にともない、「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日以後に取得した

建物附属設備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。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微で

あります。

 

（追加情報）

（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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　当社グループの事業は、学校法人向け情報処理アウトソーシングを中心とするシステム運用売上が第４四半期連

結会計期間に急増するという特性があります。このため、第３四半期連結累計期間の売上高は低い水準にとどまる

傾向にあります。

 

（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。）及びのれんの償却額は、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４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 284,381千円 343,434千円

のれんの償却額 12,164 12,164

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

１．配当に関する事項

　　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６月24日

定時株主総会
普通株式 36,500 5 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

平成27年10月28日

取締役会
普通株式 36,500 5 平成27年９月30日 平成27年12月４日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当に関する事項

　　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６月28日

定時株主総会
普通株式 36,500 5 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

平成28年10月26日

取締役会
普通株式 38,000 5 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　当社は、平成28年８月５日開催の取締役会決議に基づき、平成28年８月23日を払込期日とする第三者割当による

自己株式の処分（普通株式300,000株）を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において利益

剰余金が300千円、自己株式が95,400千円それぞれ減少し、当第３四半期連結会計期間末において、利益剰余金が

2,754,736千円、自己株式が191,100千円となっております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △21円52銭 △23円70銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△157,107 △176,389

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

損失金額（△）（千円）
△157,107 △176,389

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,300 7,442

（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、１株当たり四半期純損失金額であり、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】

　平成28年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　38,000千円

　（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　５円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成28年12月５日

（注）平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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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29年２月10日

株式会社ＯＤＫソリューションズ

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 梅原　　隆　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 仲　　昌彦　　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ＯＤＫ

ソリューションズの平成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３四半期連結会計期間（平成28年10

月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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ＯＤＫソリューションズ及び連結子会社の平成28年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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おりません。
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