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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第２四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年12月期第２四半期 25,598 4.1 450 △72.7 463 △69.6 740 △53.3

26年12月期第２四半期 24,599 19.5 1,650 22.5 1,526 5.0 1,586 103.3
(注) 包括利益 27年12月期第２四半期 1,186百万円( 86.3％) 26年12月期第２四半期 636百万円(△60.6％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

27年12月期第２四半期 37.27 －

26年12月期第２四半期 79.68 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

27年12月期第２四半期 52,782 31,050 56.3 1,512.33

26年12月期 53,387 30,310 54.3 1,455.07
(参考) 自己資本 27年12月期第２四半期 29,728百万円 26年12月期 28,966百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

26年12月期 － 16.00 － 16.00 32.00

27年12月期 － 16.00

27年12月期(予想) － 16.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 53,000 5.9 2,500 △21.7 2,300 △23.3 1,700 △27.4 86.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

当社は、平成27年５月14日の取締役会決議に基づき、平成27年５月15日から自己株式の取得を行い、平成27年６月19日にその取得を終
了しております。このため、平成27年12月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益は当該自己株式の取得の影響を考慮した額を
記載しております。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積り
の変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年12月期２Ｑ 21,541,400株 26年12月期 21,541,400株

② 期末自己株式数 27年12月期２Ｑ 1,884,043株 26年12月期 1,634,043株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期２Ｑ 19,859,153株 26年12月期２Ｑ 19,907,357株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。上記予想に関する事項については添付資料をご参照ください。
・当社は平成27年８月７日に機関投資家およびアナリスト向けの説明会を開催予定です。この説明会で利用する資料
については、当社ホームページに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①概況

当第２四半期連結累計期間（平成27年１月１日～平成27年６月30日、以下「当第２四半期」）にお

けるわが国の経済は、全体的に緩やかな回復基調が継続し、企業収益も改善傾向にありました。

　国内ITサービス市場は、金融機関や製造業による積極的なIT投資が見られる一方で、慎重な投資

姿勢を継続する企業もあり、全体的には緩やかな拡大傾向にありました。

　医薬品開発支援分野は、企業間での競争が激化していますが、製薬会社における新薬開発の効率

化を背景に市場規模は緩やかに拡大しています。

　このような状況下、当社グループでは金融機関の旺盛な投資意欲を取り込むべく、システム構築

サービスにおける要員配置の最適化や体制強化に取り組み、受注拡大に努めました。グローバル事

業拡大に向けては、既存顧客の海外におけるIT投資案件に積極対応するため、グループを横断した

グローバル営業体制構築に取り組んでいます。

　当第２四半期の売上高は、金融機関向け売上高の増加や海外子会社での円安による円換算額の増

加等により、255億98百万円（前年同期比4.1％増）となりました。利益面では、海外子会社の

Accel Frontline Limited（AFL）における販管費等の増加や、医薬品開発支援サービスにおける今

後の事業展開に備えた先行投資負担と新規案件獲得の遅れによる要員稼働率低下により、営業利益

は４億50百万円（同72.7％減）、経常利益は４億63百万円（同69.6％減）、四半期純利益は７億40百

万円（同53.3％減）となりました。

②受注状況

当第２四半期の受注高は、金融機関向け案件の増加や医薬品開発支援サービスの増加により、282

億27百万円（前年同期比17.4％増）となりました。

③セグメント別の概況

＜システム構築サービス＞

当第２四半期の売上高は、金融機関向け案件の増加等により115億55百万円（前年同期比10.0％

増）となりました。営業利益は５億３百万円（同38.7％減）となりました。

＜システム運用管理サービス＞

当第２四半期の売上高は、国内主要顧客向けの売上高が減少し、89億65百万円（前年同期比1.1％

減）となりました。営業損失は24百万円（前年同期は営業利益２億83百万円）となりました。

＜BPO/BTOサービス＞

当第２四半期の売上高は、人事BPOサービスが減少したものの、医薬品開発支援サービスが増加

し、50億78百万円（前年同期比1.0％増）となりました。営業損失は28百万円（前年同期は営業利

益５億47百万円）となりました。

※ BPO：Business Process Outsourcing

※ BTO：Business Transformation Outsourcing
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて６億５百万円減少して527

億82百万円となり、負債は、前連結会計年度末に比べて13億45百万円減少して217億32百万円とな

りました。

純資産は、その他有価証券評価差額金が４億45百万円及び利益剰余金が５億59百万円増加した一

方、自己株式が２億71百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べて７億40百万円増加

し、310億50百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年12月期通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月14日に公表した予想から変更

はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給

付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付

債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付

算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数

に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加

重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に

伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が２億14百万円減少し、利益

剰余金が１億38百万円増加しております。

また、当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,881 9,306

受取手形及び売掛金 10,612 11,313

有価証券 5,107 3,108

商品 731 830

仕掛品 606 789

貯蔵品 34 50

繰延税金資産 260 305

その他 2,650 1,706

貸倒引当金 △69 △205

流動資産合計 29,815 27,205

固定資産

有形固定資産 1,928 1,953

無形固定資産

のれん 2,570 2,465

その他 1,666 1,975

無形固定資産合計 4,236 4,441

投資その他の資産

投資有価証券 14,667 15,738

繰延税金資産 1,709 1,532

その他 1,049 1,931

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 17,406 19,182

固定資産合計 23,571 25,577

資産合計 53,387 52,782
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,841 3,462

短期借入金 2,165 2,527

1年内返済予定の長期借入金 － 70

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 935 602

賞与引当金 287 319

受注損失引当金 1 28

その他 4,031 3,700

流動負債合計 11,563 11,012

固定負債

社債 300 150

長期借入金 2,598 2,530

退職給付に係る負債 4,537 4,351

繰延税金負債 3,699 3,326

その他 377 359

固定負債合計 11,513 10,719

負債合計 23,077 21,732

純資産の部

株主資本

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 15,944 16,504

自己株式 △1,637 △1,909

株主資本合計 21,978 22,266

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,829 7,275

為替換算調整勘定 227 270

退職給付に係る調整累計額 △69 △84

その他の包括利益累計額合計 6,988 7,462

少数株主持分 1,343 1,321

純資産合計 30,310 31,050

負債純資産合計 53,387 52,782
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 24,599 25,598

売上原価 19,621 20,990

売上総利益 4,978 4,608

販売費及び一般管理費 3,327 4,158

営業利益 1,650 450

営業外収益

受取利息 10 34

受取配当金 104 171

持分法による投資利益 1 1

為替差益 - 17

その他 36 31

営業外収益合計 152 257

営業外費用

支払利息 175 192

コミットメントフィー 38 8

為替差損 20 －

その他 41 42

営業外費用合計 276 243

経常利益 1,526 463

特別利益

投資有価証券売却益 1,218 1,007

関係会社株式売却益 － 15

特別利益合計 1,218 1,022

特別損失

その他 3 7

特別損失合計 3 7

税金等調整前四半期純利益 2,741 1,478

法人税、住民税及び事業税 852 764

法人税等調整額 214 0

法人税等合計 1,067 765

少数株主損益調整前四半期純利益 1,674 713

少数株主利益又は少数株主損失（△） 88 △27

四半期純利益 1,586 740
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,674 713

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △959 445

為替換算調整勘定 △78 42

退職給付に係る調整額 － △14

その他の包括利益合計 △1,037 473

四半期包括利益 636 1,186

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 548 1,214

少数株主に係る四半期包括利益 88 △27
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６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 2,741 1,478

減価償却費 403 412

のれん償却額 99 104

投資有価証券売却損益（△は益） △1,218 △1,007

賞与引当金の増減額（△は減少） 20 30

売上債権の増減額（△は増加） △138 △435

たな卸資産の増減額（△は増加） 38 △285

仕入債務の増減額（△は減少） 169 △402

その他 △316 △321

小計 1,799 △425

利息及び配当金の受取額 115 206

利息の支払額 △202 △186

法人税等の支払額 △1,077 △957

法人税等の還付額 1 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 635 △1,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △3,100 △2,800

有価証券の償還による収入 2,900 2,800

有形固定資産の取得による支出 △388 △256

無形固定資産の取得による支出 △402 △507

投資有価証券の取得による支出 △193 △1,041

投資有価証券の売却による収入 1,422 1,112

差入保証金の差入による支出 △120 △127

差入保証金の回収による収入 108 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△949 －

関係会社株式の売却による収入 － 41

預け金の払戻による収入 1,493 －

その他 16 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー 785 △786

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 844 642

短期借入金の返済による支出 △906 △317

長期借入れによる収入 446 2

長期借入金の返済による支出 △454 △10

社債の償還による支出 △150 △150

リース債務の返済による支出 △24 △25

自己株式の取得による支出 － △271

配当金の支払額 △318 △318

少数株主への配当金の支払額 △12 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △576 △460

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 784 △2,572

現金及び現金同等物の期首残高 11,949 13,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,733 10,883
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報等

〔セグメント情報〕

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、業務執行の意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、サービス別の事業単位から構成されており、「システム構築サービス」、「シ

ステム運用管理サービス」及び「BPO/BTOサービス」の３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの内容は、以下のとおりであります。

・システム構築サービス システムコンサルティング、システム開発、システム保守、
インフラ構築、パッケージインテグレーション

・システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、
データセンター、ヘルプデスク/コールセンター

・BPO/BTOサービス ビジネスプロセス・アウトソーシング、
ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング

② 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

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
システム構築
サービス

システム運用管理
サービス

BPO/BTO
サービス

売上高

外部顧客への売上高 10,502 9,067 5,030 24,599

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 10,502 9,067 5,030 24,599

セグメント利益 820 283 547 1,650

(注) セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
システム構築
サービス

システム運用管理
サービス

BPO/BTO
サービス

売上高

外部顧客への売上高 11,555 8,965 5,078 25,598

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ―

計 11,555 8,965 5,078 25,598

セグメント利益又は損失(△) 503 △24 △28 450

(注) セグメント利益及び損失の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

（７）追加情報

（法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正す

る法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に開始す

る連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以

下のとおりとなります。

平成27年12月31日まで 35.64％

平成28年１月１日から平成28年12月31日まで 33.06％

平成29年１月１日以降 32.30％

この税率の変更により、当第２四半期連結累計期間において、繰延税金負債の純額（繰延税金

資産の金額を控除した金額）は220百万円減少し、費用計上された法人税等調整額が131百万円、

その他の包括利益累計額が352百万円それぞれ増加しております。

（８）重要な後発事象

該当事項はありません。
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４．補足情報

（１）サービス別連結受注状況

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

受注高増減

受注高 受注残高 受注高 受注残高 金額 増減率(％)

システム構築サービス 10,943 2,678 12,233 3,141 1,290 11.8

システム運用管理サービス 9,170 6,022 9,087 6,173 △82 △0.9

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 3,934 4,477 6,906 7,700 2,972 75.6

合計 24,047 13,178 28,227 17,015 4,179 17.4

　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）サービス別連結売上高

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

システム構築サービス 10,502 42.7 11,555 45.1 1,053 10.0

システム運用管理サービス 9,067 36.9 8,965 35.0 △102 △1.1

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 5,030 20.4 5,078 19.9 47 1.0

合計 24,599 100.0 25,598 100.0 998 4.1

　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）業種別連結売上高

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
至 平成27年６月30日)

増減

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

金融 3,426 13.9 4,114 16.1 687 20.1

信託 2,095 8.5 2,204 8.6 109 5.2

医薬 7,698 31.3 7,185 28.1 △512 △6.7

食品 2,093 8.5 2,090 8.2 △3 △0.2

製造 1,526 6.2 1,736 6.8 209 13.8

サービス他 7,759 31.6 8,266 32.2 507 6.5

合計 24,599 100.0 25,598 100.0 998 4.1

　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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