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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】

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 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３四半期累計期間において、当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。

回次
第32期

第３四半期累計期間

第33期

第３四半期累計期間
第32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) 10,617,940 10,748,373 14,596,646

経常利益 (千円) 935,118 935,729 1,337,293

四半期(当期)純利益 (千円) 614,500 638,514 861,197

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 674,184 674,184 674,184

発行済株式総数 (株) 6,859,100 6,859,100 6,859,100

純資産額 (千円) 10,593,848 11,179,733 10,835,276

総資産額 (千円) 12,287,011 12,793,393 12,976,764

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 89.59 93.09 125.56

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 17.50 20.00 40.0

自己資本比率 (％) 86.2 87.4 83.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 432,618 244,814 971,086

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △418,617 230,295 76,484

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △234,645 △285,705 △240,202

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 7,751,809 8,969,226 8,779,821

回次
第32期

第３四半期会計期間
第33期

第３四半期会計期間

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株当たり四半期純利益金額 (円) 39.62 35.37
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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。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、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】

(1) 財政状態の分析

資産合計は、前事業年度末に比べ183百万円減少し、12,793百万円(前事業年度末比△1.4％)となりました。

流動資産の減少673百万円のうち、主な増減項目は、現金及び預金の減少540百万円、関係会社預け金の増加830百

万円、売掛金の減少199百万円、有価証券の減少800百万円であります。

固定資産の増加490百万円のうち、主な増加項目は、無形固定資産の増加219百万円、投資その他の資産の増加278

百万円であります。

負債合計は、前事業年度末に比べ527百万円減少し、1,613百万円(前事業年度末比△24.6％)となりました。

流動負債の減少454百万円のうち、主な減少項目は、未払法人税等の減少336百万円、賞与引当金の減少223百万円

であります。

固定負債は、前事業年度末に比べ72百万円減少し、82百万円(前事業年度末比△46.9％)となりました。

純資産合計は、前事業年度末に比べ344百万円増加し、11,179百万円(前事業年度末比＋3.2％)となりました。

主な増減項目は、配当金支払による減少291百万円、四半期純利益の計上による増加638百万円であります。

(2) 経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善、訪日外国人によるインバウン

ド消費の拡大が進むなか、企業の業況判断の一部に慎重さが見られるものの、緩やかな回復基調が継続いたしまし

た。

先行きの見通しにつきましては、企業業績の改善を背景に、設備投資計画は高い水準にあることから、継続的な

回復が期待されております。一方で、中国景気の下振れがわが国企業の生産や輸出にもたらす影響が懸念されるな

か、アメリカの金融正常化や原油価格下落等の影響が世界的にも注目されており、これらの海外経済の動向に留意

しつつ、景気の足踏みも想定した柔軟な対応が求められております。

当業界においては、大手金融機関におけるグローバル展開や事業領域の拡大に向けたＩＴ投資は継続しており、

製造業においても大企業を中心に設備投資動向は堅調に推移しております。このような業界動向のなかで、ＩоＴ

（モノのインターネット化）、フィンテック（金融サービスのＩＴイノベーション）、人工知能、ビッグデータ等

の技術要素が注目されており、これらを取り込みつつ、企業活動の高度化、生産性の向上、信頼性の確保に資する

システムやサービスの提供が求められております。

当社を取り巻く事業環境は、総じて堅調に推移しているものの、既存事業の需要規模は、顧客固有の要因や経済

動向による変動幅が大きく、加えて顧客の要求水準は多様化と高度化が一層進んでおります。このような環境のも

と、中長期的な成長発展を図るべく、顧客との取引拡大に向けたアカウントプランを徹底すると同時に、社員個々

のスキルとキャリア開発を積極的に推進してまいりました。

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、基盤系が堅調に推移し、売上高は、10,748百万円(前年同期比＋

1.2％)となりました。増収要因に加え、先行管理を中心とする収益性の改善施策を継続的に推進したこと等によ

り、営業利益は932百万円(前年同期比＋0.4％)、経常利益は935百万円(前年同期比＋0.1％)、四半期純利益は638百

万円(前年同期比＋3.9％)となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、＋244百万円(前年同期比△187百万円)となりました。主な変動項目は、

人件費の支出の増加110百万円、法人税等の支払額の増加221百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、＋230百万円(前年同期比＋648百万円)となりました。主な変動項目は、

有価証券の取得による支出の減少3,200百万円、有価証券の償還による収入の減少2,100百万円、無形固定資産の取

得による支出の増加191百万円、投資有価証券の取得による支出の増加300百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、△285百万円(前年同期比△51百万円)となりました。これは主に、配当金

の支払額の増加によるものであります。

これらの結果、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から189百万円増加

し、8,969百万円となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の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３四半期累計期間の研究開発活動については、特段の記載事項はありません。
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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】

② 【発行済株式】

(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】

(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。

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

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９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 6,859,100 6,859,100
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株で

あります。

計 6,859,100 6,859,100 ― ―

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12月31日 ― 6,859,100 ― 674,184 ― 640,884
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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９月30日現在

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が71株含まれております。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,858,600 68,586 ―

単元未満株式 普通株式 500 ― ―

発行済株式総数 6,859,100 ― ―

総株主の議決権 ― 68,586 ―
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

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)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,396,036 3,855,545

関係会社預け金 ※  4,283,361 ※  5,113,681

売掛金 2,584,187 2,384,913

有価証券 800,424 ―

仕掛品 26,551 102,339

その他 471,964 432,667

流動資産合計 12,562,525 11,889,147

固定資産

有形固定資産 40,420 31,644

無形固定資産 8,744 228,601

投資その他の資産 365,073 644,000

固定資産合計 414,238 904,246

資産合計 12,976,764 12,793,393

負債の部

流動負債

買掛金 560,411 567,479

未払法人税等 344,168 7,994

賞与引当金 552,621 329,552

役員賞与引当金 10,396 5,736

その他 518,284 620,262

流動負債合計 1,985,881 1,531,025

固定負債

退職給付引当金 142,602 69,630

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

固定負債合計 155,606 82,634

負債合計 2,141,487 1,613,660

純資産の部

株主資本

資本金 674,184 674,184

資本剰余金 640,884 640,884

利益剰余金 9,527,151 9,874,156

自己株式 △109 △109

株主資本合計 10,842,110 11,189,116

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,833 △9,382

評価・換算差額等合計 △6,833 △9,382

純資産合計 10,835,276 11,179,733

負債純資産合計 12,976,764 12,793,393
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(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 10,617,940 10,748,373

売上原価 8,405,768 8,420,036

売上総利益 2,212,172 2,328,337

販売費及び一般管理費 1,283,903 1,396,218

営業利益 928,269 932,118

営業外収益

受取利息 9,289 5,668

その他 1,305 1,721

営業外収益合計 10,595 7,389

営業外費用

支払手数料 3,745 3,779

営業外費用合計 3,745 3,779

経常利益 935,118 935,729

特別損失

固定資産除却損 79 358

特別損失合計 79 358

税引前四半期純利益 935,039 935,370

法人税、住民税及び事業税 209,700 138,221

法人税等調整額 110,837 158,634

法人税等合計 320,538 296,855

四半期純利益 614,500 638,514
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 10,883,476 10,968,950

外注費の支払及び購入による支出 △4,414,743 △4,363,763

人件費の支出 △4,911,796 △5,021,843

その他の営業支出 △814,438 △803,657

小計 742,498 779,685

利息及び配当金の受取額 9,707 6,589

法人税等の支払額 △319,587 △541,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,618 244,814

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 △3,200,000 ―

有価証券の償還による収入 2,800,000 700,000

有形固定資産の取得による支出 △12,714 △472

無形固定資産の取得による支出 △4,576 △196,227

投資有価証券の取得による支出 ― △300,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,866 △84

敷金及び保証金の回収による収入 1,540 27,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,617 230,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △108 ―

配当金の支払額 △234,537 △285,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,645 △285,705

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,644 189,404

現金及び現金同等物の期首残高 7,972,453 8,779,821

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  7,751,809 ※  8,969,226
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

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、当第３四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響は軽微であります。

(四半期貸借対照表関係)

※  前事業年度(平成28年３月31日)及び当第３四半期会計期間(平成28年12月31日)

「関係会社預け金」は、「ＳＣＳＫグループ・キャッシュマネジメントシステム」(ＣＭＳ：ＳＣＳＫグループ

の資金効率化を目的)による預入れであります。なお、当該預け先は、ＣＭＳの母体であり当社の親会社でもある

ＳＣＳＫ株式会社であります。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりで

あります。

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

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

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

現金及び預金勘定 3,503,065千円 3,855,545千円

関係会社預け金勘定 4,148,324千円 5,113,681千円

有価証券勘定 1,300,419千円 ― 千円

計 8,951,809千円 8,969,226千円

ＦＦＦ以外の有価証券 △1,200,000千円 ― 千円

現金及び現金同等物 7,751,809千円 8,969,226千円

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24日
取締役会

普通株式 120,034 17.50 平成27年３月31日 平成27年６月８日 利益剰余金

平成27年10月23日
取締役会

普通株式 120,033 17.50 平成27年９月30日 平成27年12月４日 利益剰余金
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当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日)

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(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。

(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。

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22日
取締役会

普通株式 154,328 22.50 平成28年３月31日 平成28年６月８日 利益剰余金

平成28年10月27日
取締役会

普通株式 137,180 20.00 平成28年９月30日 平成28年12月２日 利益剰余金

項目
前第３四半期累計期間

(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株当たり四半期純利益金額 89円59銭 93円09銭

    (算定上の基礎)

四半期純利益金額 614,500千円 638,514千円

普通株主に帰属しない金額 ―  千円 ―  千円

普通株式に係る四半期純利益金額 614,500千円 638,514千円

普通株式の期中平均株式数 6,859,056株 6,859,029株
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２ 【その他】

中間配当に関する事項

第33期(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)中間配当については、平成28年10月27日開催の取締役会に

おいて、平成28年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、以下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 137,180千円

② １株当たり配当額 20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29年２月７日

株式会社ＪＩＥＣ

取締役会 御中

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ＪＩＥ

Ｃの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第33期事業年度の第３四半期会計期間(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)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＩＥＣの平成28年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第３四半期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

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 古 山 和 則 印

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 富 田 亮 平 印

(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。

4291/E05110/ＪＩＥＣ/2017年
－15－


	表紙～目次
	企業の概況
	事業の状況
	提出会社の状況
	経理の状況（概要）
	財務諸表
	保証会社情報
	レビュー報告書（単体）



