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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 7,112 13.0 510 179.4 514 173.8 346 164.2

29年３月期第１四半期 6,295 5.0 182 117.3 187 100.9 131 183.4
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 344百万円( 195.8％) 29年３月期第１四半期 116百万円( 131.7％)
　

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

30年３月期第１四半期 23.25 ―

29年３月期第１四半期 8.80 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 21,758 15,743 72.4

29年３月期 22,673 15,548 68.6
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 15,743百万円 29年３月期 15,548百万円
　

　　

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

29年３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

30年３月期 ―

30年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00
(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30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 15,000 4.6 920 4.2 930 3.3 640 3.7 42.96

通期 32,000 4.3 2,400 0.4 2,430 △0.9 1,650 △3.0 110.79
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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 ： 無

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
　

　

（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) 30年３月期１Ｑ 14,900,000株 29年３月期 14,900,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 230株 29年３月期 230株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 14,899,770株 29年３月期１Ｑ 14,899,770株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です
　
※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調で推移したものの、欧米の政策動向や中

国・新興国経済の成長鈍化といった海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響などにより、先行き不透明な

状況が続いております。

情報サービス産業界におきましては、製造業や流通業を中心にIT投資は堅調に推移しております。また、IoTやビ

ッグデータ活用ニーズが拡大するとともに、AIやロボティクスなど新たなソリューションへの期待が高まっており

ます。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画（平成28年4月～平成31年3月）において事業変革を加速す

る「DriveInnovation」をスローガンに掲げ、「IoT分野の事業拡大」、「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値

化」に取り組んでおります。NSWグループの総合力と技術融合により、お客様のビジネスにイノベーションをもたら

す価値創造パートナーとして持続的成長を遂げる企業を目指しております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は71億6百万円（前年同四半期比7.9%

増）、売上高は71億12百万円（同13.0%増）、営業利益は5億10百万円（同179.4％増）、経常利益は5億14百万円

（同173.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億46百万円（同164.2%増）となりました。

当第１四半期連結累計期間の報告セグメント別の概況は、次のとおりであります。

＜ＩＴソリューション＞

売上高につきましては、ソリューション事業における金融・保険業向け、卸売・小売業向けなどが堅調に推移し、

増収となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、不採算案件の減少などにより、増益となりました。

これらの結果、受注高は35億53百万円（前年同四半期比1.5%増）、売上高は38億39百万円（同6.5%増）、営業利益

は89百万円（前年同四半期は30百万円の損失）となりました。

＜プロダクトソリューション＞

売上高につきましては、デバイス開発事業、ならびに組込みソフトウエア開発事業におけるオートモーティブ分

野、設備機器分野などを中心に堅調に推移し、増収となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、生産

性の改善などにより、増益となりました。これらの結果、受注高は35億53百万円（前年同四半期比15.1%増）、売上

高は32億72百万円（同21.6%増）、営業利益は4億21百万円（同97.4%増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、217億58百万円となり、前連結会計年度末比9億15百万円の減少

となりました。これは主に、仕掛品の増加（4億48百万円）があったものの、受取手形及び売掛金の減少（15億71百

万円）があったことによるものです。

総負債は、60億14百万円となり、前連結会計年度末比11億10百万円の減少となりました。これは主に、賞与引当

金の減少（5億40百万円）、未払法人税等の減少（4億53百万円）があったことによるものです。

純資産は、157億43百万円となり、前連結会計年度末比1億95百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、配当金の支払などの支出を営業活動による

キャッシュ・フローで賄い、前連結会計年度末と比べ50百万円増加し、49億3百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間の活動別概況は、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)

営業活動の結果得られた資金は、2億30百万円（前年同四半期比4億50百万円の収入の減少）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益5億14百万円に対し売上債権の減少額15億71百万円、たな卸資産の増加額4億46

百万円および賞与引当金の減少額5億40百万円があったことに加え、法人税等の支払額3億67百万円があったためで

あります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、35百万円（前年同四半期比1億32百万円の支出の減少）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出33百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、1億41百万円（前年同四半期比68百万円の支出の減少）となりました。これは、

配当金の支払額1億41百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年3月期の連結業績予想につきましては、平成29年5月11日に発表しました業績予想に対し概ね計画通り進

捗しており、変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは大きく異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,852,529 4,903,348

受取手形及び売掛金 7,658,950 6,087,087

商品 259,836 258,729

仕掛品 755,547 1,203,566

貯蔵品 2,750 1,849

繰延税金資産 397,294 312,201

その他 182,798 592,996

流動資産合計 14,109,707 13,359,779

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,599,427 2,543,180

工具、器具及び備品（純額） 325,616 302,044

土地 3,861,051 3,861,051

その他（純額） 840 675

有形固定資産合計 6,786,936 6,706,952

無形固定資産

ソフトウエア 59,597 62,088

その他 18,655 18,655

無形固定資産合計 78,252 80,743

投資その他の資産

投資有価証券 57,962 58,821

繰延税金資産 692,609 617,525

その他 961,084 947,676

貸倒引当金 △12,859 △12,859

投資その他の資産合計 1,698,797 1,611,164

固定資産合計 8,563,986 8,398,860

資産合計 22,673,693 21,758,640
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,093,135 1,681,387

未払法人税等 507,821 54,665

未払消費税等 230,331 291,957

賞与引当金 926,551 385,917

その他 1,078,466 1,583,991

流動負債合計 4,836,306 3,997,918

固定負債

役員退職慰労引当金 310,062 2,000

退職給付に係る負債 1,945,121 1,979,321

資産除去債務 33,803 35,573

固定負債合計 2,288,987 2,016,894

負債合計 7,125,293 6,014,813

純資産の部

株主資本

資本金 5,500,000 5,500,000

資本剰余金 86,080 86,080

利益剰余金 9,957,762 10,155,182

自己株式 △145 △145

株主資本合計 15,543,696 15,741,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,578 2,174

為替換算調整勘定 15,238 12,302

退職給付に係る調整累計額 △12,113 △11,766

その他の包括利益累計額合計 4,703 2,710

純資産合計 15,548,399 15,743,826

負債純資産合計 22,673,693 21,758,640
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 6,295,651 7,112,238

売上原価 5,321,856 5,832,636

売上総利益 973,795 1,279,602

販売費及び一般管理費

役員報酬 31,072 29,490

執行役員報酬 29,622 35,905

給料及び賞与 344,766 337,787

退職給付費用 16,704 15,797

福利厚生費 63,236 63,456

通信交通費 34,613 35,996

業務委託費 46,306 39,473

賃借料 29,275 26,947

その他 195,465 184,144

販売費及び一般管理費合計 791,065 769,000

営業利益 182,729 510,602

営業外収益

受取利息 181 21

受取配当金 997 181

受取賃貸料 1,615 1,615

助成金収入 1,800 2,600

その他 3,879 3,545

営業外収益合計 8,474 7,964

営業外費用

債権売却損 1,541 580

為替差損 1,620 3,502

その他 125 ―

営業外費用合計 3,287 4,083

経常利益 187,917 514,483

特別利益

特別損失

固定資産除却損 176 20

特別損失合計 176 20

税金等調整前四半期純利益 187,740 514,463

法人税、住民税及び事業税 4,471 8,283

法人税等調整額 52,166 159,761

法人税等合計 56,638 168,045

四半期純利益 131,102 346,417

親会社株主に帰属する四半期純利益 131,102 346,417
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四半期連結包括利益計算書

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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 131,102 346,417

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,626 596

為替換算調整勘定 △6,342 △2,935

退職給付に係る調整額 315 346

その他の包括利益合計 △14,653 △1,993

四半期包括利益 116,449 344,424

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,449 344,424
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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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 187,740 514,463

減価償却費 125,431 126,303

賞与引当金の増減額（△は減少） △509,567 △540,633

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,196 ―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 41,119 34,199

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） ― △308,062

受取利息及び受取配当金 △1,179 △203

固定資産除却損 176 20

売上債権の増減額（△は増加） 2,139,673 1,571,863

たな卸資産の増減額（△は増加） △684,158 △446,011

仕入債務の増減額（△は減少） △307,298 △419,906

前受金の増減額（△は減少） 237,833 58,251

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,682 61,625

その他 △18,852 △53,369

小計 1,184,039 598,541

利息及び配当金の受取額 1,179 203

法人税等の支払額 △503,740 △367,779

営業活動によるキャッシュ・フロー 681,478 230,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △147,618 △33,762

無形固定資産の取得による支出 △1,954 △5,603

敷金及び保証金の差入による支出 ― △5,335

敷金及び保証金の回収による収入 622 13

保険積立金の払戻による収入 ― 15,289

その他 △19,235 △6,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,186 △35,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △209,999 △141,763

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,999 △141,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,342 △2,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,949 50,819

現金及び現金同等物の期首残高 3,557,361 4,852,529

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,854,311 4,903,348
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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。

（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)

報告セグメント

合計
ＩＴ

ソリューション
プロダクト

ソリューション

売上高

外部顧客への売上高 3,599,033 2,696,617 6,295,651

セグメント間の内部売上高又は振替高 5,375 △5,375 ―

計 3,604,409 2,691,241 6,295,651

セグメント利益又は損失(△) △30,692 213,422 182,729

(注) 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一致しております。

２．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29年４月１日 至 平成29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)

報告セグメント

合計
ＩＴ

ソリューション
プロダクト

ソリューション

売上高

外部顧客への売上高 3,710,636 3,401,602 7,112,238

セグメント間の内部売上高又は振替高 128,803 △128,803 ―

計 3,839,439 3,272,799 7,112,238

セグメント利益 89,224 421,377 510,602

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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