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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２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 16,752 18,485 36,107

経常利益 (百万円) 1,437 1,888 3,407

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 954 1,309 2,286

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 952 1,309 2,292

純資産額 (百万円) 18,042 20,244 19,196

総資産額 (百万円) 25,661 28,524 28,211

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 64.03 87.90 153.47

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 (％) 70.3 71.0 68.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 979 1,050 2,657

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △231 △164 △424

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △229 △264 △419

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 7,108 9,021 8,402
 

　

回次
第53期

第２四半期
連結会計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 45.91 56.41
 

(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、消費税等は含んでおりません。

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。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「３．報告セグメントの変更等

に関する事項」をご参照ください。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、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重要な変更はありません。　

 

２ 【経営者による財政状態、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) 財政状態及び経営成績の状況　

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調を維持しつ

つも、輸出や生産の一部に米中の貿易摩擦の影響がみられるなど、海外経済の不確実性により先行き不透明感が増

しております。

情報サービス産業界におきましては、企業のIT投資は堅調に推移しており、IoT、AI、5Gなどのデジタル技術を

活用し、ビジネスプロセスや業務プロセスを柔軟に変えていくデジタルトランスフォーメーション（DX、デジタル

変革）や働き方改革などへの取り組みが本格化しております。

このような状況の下、当社グループは、当連結会計年度より新たな中期経営計画（2019年４月～2022年３月）を

スタートしました。「DX FIRST」をスローガンに、長年培ってきた業務ノウハウや技術力とさまざまな実現手段を

組み合わせることによって、お客様のビジネスモデル変革と業務プロセス改革に貢献し、お客様のDX実現を先導す

る企業として事業成長を加速してまいります。今後は、これまで取り組んできたIoT・AIサービスを基にした事業

の拡大を図るとともに、現在の収益基盤をより確固たるものにするため、受託型から提案型へ、開発からソリュー

ション、サービスへ軸足を移したビジネスを展開してまいります。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は182億85百万円（前年同四半期比5.1%増）、売上高

は184億85百万円（同10.3%増）、営業利益は18億73百万円（同32.9％増）、経常利益は18億88百万円（同31.4%

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億９百万円（同37.3%増）となりました。

 
当第２四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。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、前第２四半期連結累計期間との比較

は変更後の区分に基づいております。

 

＜ＩＴソリューション＞

売上高につきましては、小売業向けシステム機器販売、官公庁・団体や物流業向けシステム開発案件などが伸長

し増収となりました。利益につきましては、不採算案件の発生による原価増はあるものの、増収に伴う利益増や一

部大型案件の収益性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64億48百万円（前年同四半期比

3.5%増）、売上高は64億43百万円（同16.9%増）、営業利益は７億15百万円（同65.3%増）となりました。

 
＜サービスソリューション＞

売上高につきましては、クラウド・インフラサービスやWeb・EC関連サービスの拡大により増収となりました。

利益につきましては、増収に伴う利益増に加え、クラウド・インフラサービスやIoT関連サービスの収益性改善に

より増益となりました。これらの結果、受注高は43億98百万円（前年同四半期比13.2%増）、売上高は47億93百万

円（同13.2%増）、営業利益は２億76百万円（同364.6%増）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、組込み開発における設備機器分野やデバイス開発の拡大により増収となりました。利益

につきましては、組込み開発におけるモバイル分野の縮小などにより減益となりました。これらの結果、受注高は

74億38百万円（前年同四半期比2.1%増）、売上高は72億49百万円（同3.5%増）、営業利益は８億81百万円（同3.9%

減）となりました。
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(2) 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６億19百万円増加し、90億21百万円となりました。

当第２四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、10億50百万円（前年同四半期比71百万円の収入の増加）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益18億90百万円に対し売上債権の減少額８億71百万円、たな卸資産の増加額５

億45百万円及び仕入債務の増加額２億42百万円があったことに加え、法人税等の支払額８億13百万円があったた

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、１億64百万円（前年同四半期比67百万円の支出の減少）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54百万円、敷金及び保証金の差入による支出28百万円、保険積立金の積

立による支出13百万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、２億64百万円（前年同四半期比34百万円の支出の増加）となりました。これ

は主に、配当金の支払額２億60百万円によるものであります。

　

(3) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。

 

　a.経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間は、企業のIT投資の堅調さを背景に、ITソリューション事業、サービスソリューショ

ン事業が好調に推移したほか、プロダクトソリューション事業においても引き続き高い収益力を維持しておりま

す。この結果、売上高につきましては、184億85百万円（前年同四半期比10.3％増）となりました。利益につきま

しては、不採算案件による原価増や販売費および一般管理費の増加はあるものの、増収に伴う利益増ならびに収益

性向上などにより、営業利益は18億73百万円（同32.9％増）、経常利益は18億88百万円（同31.4％増）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は13億9百万円（同37.3％増）となりました。

当社グループは、中期経営計画において、2022年３月期に「売上高430億円、営業利益40億円」の達成を目標と

して設定しております。持続的な成長に向けた積極的な事業投資を継続するとともに、「DX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」の取り組みをより一層強化してまいります。

 
　ｂ.財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、285億24百万円となり、前連結会計年度末比３億13百万円の増

加となりました。これは主に、現金及び預金の増加（６億19百万円）、仕掛品の増加（４億７百万円）及び商品の

増加（１億39百万円）があったものの、受取手形及び売掛金の減少（７億59百万円）があったことによるもので

す。

総負債は、82億80百万円となり、前連結会計年度末比７億35百万円の減少となりました。これは主に、買掛金の

増加（２億42百万円）があったものの、未払法人税等の減少（３億２百万円）、賞与引当金の減少（２億36百万

円）及びその他流動負債に含まれる未払費用ならびに預り金の減少（２億50百万円）があったことによるもので

す。

純資産は、202億44百万円となり、前連結会計年度末比10億48百万円の増加となりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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。　
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(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、２億66百万円であります。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。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、前事業年度の有価証券報告書の「２　事業等のリスク」

に記載の通りであり、重要な変更はありません。

今後の見通しにつきましては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動などにより、国内経済の先行き不透明

感は増しております。

情報サービス産業界におきましては、企業のIT投資は堅調に推移し、ITを経営・ビジネスモデルに活用するデジ

タルトランスフォーメーション（DX、デジタル変革）、働き方改革の推進、労働力不足への対応などを中心に需要

の拡大が見込まれております。

このような状況を踏まえ、当社グループは、新中期経営計画において「DX FIRST」をスローガンに掲げ、お客様

のDX実現を先導する企業として事業成長と変革を加速してまいります。

 
３ 【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などの決定または締結などはありません。
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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 45,000,000

計 45,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年11月14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 14,900,000 14,900,000
 東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 14,900,000 14,900,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2019年７月１日～
2019年９月30日

― 14,900,000 ― 5,500 ― 86
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(5) 【大株主の状況】

2019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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社タダ・コーポレーション 東京都調布市深大寺元町３丁目18番地５ 5,000 33.55

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,587 10.65

多田　修人 東京都調布市 1,537 10.31

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOUR
G FUNDS/UCITS ASSETS
(常任代理人 香港上海銀行東京支
店)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-
HESPERANGE, LUXEMBOURG
 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

720 4.83

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 465 3.12

多田　尚二 東京都調布市 315 2.11

多田　直樹 東京都調布市 300 2.01

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 294 1.97

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人 モルガン・スタン
レーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14
４QA,U.K.
 (東京都千代田区大手町１丁目９番７号) 

218 1.46

日本システムウエア従業員持株会 東京都渋谷区桜丘町31番11号 191 1.28

計 ― 10,630 71.34
 

（注）１.「日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)」、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社

　 （信託口）」の所有株式数は、信託業務にかかるものであります。

 ２．所有株式数の千株未満、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の小数点第３位

以下は、切り捨てて表示しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019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 ― ―

300

完全議決権株式(その他)
（注）１

普通株式
148,953 ―

14,895,300

単元未満株式（注）２
普通株式

― ―
4,400

発行済株式総数 14,900,000 ― ―

総株主の議決権 ― 148,953 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権１個)含まれ

ております。

２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が95株含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019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）
日本システムウエア㈱

東京都渋谷区桜丘町31番
11号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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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(2019年７月１日から2019年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、仰星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：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,410 9,029

  受取手形及び売掛金 ※1  9,409 8,650

  電子記録債権 ※1  239 127

  商品 349 489

  仕掛品 748 1,156

  貯蔵品 3 1

  その他 234 398

  流動資産合計 19,395 19,854

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,226 2,114

   工具、器具及び備品（純額） 305 283

   土地 3,861 3,861

   その他（純額） 14 15

   有形固定資産合計 6,407 6,274

  無形固定資産   

   ソフトウエア 104 92

   その他 31 31

   無形固定資産合計 135 124

  投資その他の資産   

   投資有価証券 30 32

   繰延税金資産 1,203 1,152

   その他 1,051 1,099

   貸倒引当金 △12 △12

   投資その他の資産合計 2,273 2,271

  固定資産合計 8,816 8,670

 資産合計 28,211 28,524
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,412 2,655

  未払法人税等 951 649

  未払消費税等 395 257

  賞与引当金 1,268 1,031

  工事損失引当金 ― 81

  製品保証引当金 19 ―

  その他 1,731 1,320

  流動負債合計 6,779 5,995

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 2 2

  退職給付に係る負債 2,178 2,225

  その他 55 57

  固定負債合計 2,235 2,284

 負債合計 9,015 8,280

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,500 5,500

  資本剰余金 86 86

  利益剰余金 13,602 14,651

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 19,188 20,237

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3 4

  為替換算調整勘定 12 9

  退職給付に係る調整累計額 △7 △7

  その他の包括利益累計額合計 7 7

 純資産合計 19,196 20,244

負債純資産合計 28,211 28,524
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 ※1  16,752 ※1  18,485

売上原価 13,746 14,902

売上総利益 3,005 3,583

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 63 68

 執行役員報酬 80 79

 給料及び賞与 695 734

 退職給付費用 30 35

 福利厚生費 135 140

 通信交通費 82 90

 業務委託費 76 104

 賃借料 55 60

 貸倒引当金繰入額 0 ―

 その他 376 396

 販売費及び一般管理費合計 1,595 1,710

営業利益 1,409 1,873

営業外収益   

 保険配当金 8 6

 助成金収入 3 4

 その他 16 9

 営業外収益合計 28 20

営業外費用   

 為替差損 ― 3

 保険解約損 ― 1

 その他 1 0

 営業外費用合計 1 5

経常利益 1,437 1,888

特別利益   

 固定資産売却益 ― 1

 特別利益合計 ― 1

特別損失   

 固定資産除却損 0 0

 固定資産売却損 1 ―

 特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益 1,435 1,890

法人税、住民税及び事業税 440 530

過年度法人税等 11 ―

法人税等調整額 28 50

法人税等合計 481 580

四半期純利益 954 1,309

親会社株主に帰属する四半期純利益 954 1,309
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 954 1,309

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 0 1

 為替換算調整勘定 △2 △2

 退職給付に係る調整額 1 0

 その他の包括利益合計 △1 △0

四半期包括利益 952 1,309

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 952 1,309
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 1,435 1,890

 減価償却費 225 235

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 ―

 賞与引当金の増減額（△は減少） △89 △236

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △3 81

 製品保証引当金の増減額（△は減少） ― △19

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54 47

 売上債権の増減額（△は増加） 887 871

 たな卸資産の増減額（△は増加） △634 △545

 仕入債務の増減額（△は減少） △210 242

 前受金の増減額（△は減少） 55 △87

 未払消費税等の増減額（△は減少） △125 △138

 その他 △102 △476

 小計 1,491 1,863

 法人税等の支払額 △512 △813

 その他 0 0

 営業活動によるキャッシュ・フロー 979 1,050

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 △80 △54

 敷金及び保証金の差入による支出 △35 △28

 保険積立金の積立による支出 △13 △13

 その他 △101 △68

 投資活動によるキャッシュ・フロー △231 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △222 △260

 その他 △6 △3

 財務活動によるキャッシュ・フロー △229 △264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 515 619

現金及び現金同等物の期首残高 6,593 8,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  7,108 ※1  9,021
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末

　　残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

受取手形 2百万円 ―百万円

電子記録債権 3百万円 ―百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 2019

年４月１日 至 2019年９月30日)

※１　わが国では、事業年度を４月から３月までと定めている企業が多く、システム開発、導入等の検収が年度の

節目である９月および３月に多くなる傾向にあります。このため、売上計上基準として主に「検収基準」を採

用している当社グループの業績には季節的変動があります。したがって、当第２四半期連結累計期間の売上高

は、他の四半期連結会計期間の売上高に必ずしも連動いたしません。

 

(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 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

現金及び預金 7,116百万円 9,029百万円

預金期間が３か月を超える
定期預金

△8百万円 △8百万円

現金及び現金同等物 7,108百万円 9,021百万円
 

 

EDINET提出書類

日本システムウエア株式会社(E04952)

四半期報告書

15/21



 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

配当に関する事項

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月10日
取締役会

普通株式 223 15.00 2018年３月31日 2018年６月28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
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年10月29日
取締役会

普通株式 186 12.50 2018年９月30日 2018年12月４日 利益剰余金
 

 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

配当に関する事項

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月13日
取締役会

普通株式 260 17.50 2019年３月31日 2019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
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年10月28日
取締役会

普通株式 223 15.00 2019年９月30日 2019年12月３日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自　2018年４月１日 至 2018年９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：百万円)

 報告セグメント

合計

 
ＩＴ

ソリューション
サービス

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 6,077 3,476 7,197 16,752

 セグメント間の内部売上高又は振替高 △566 757 △191 ―

計 5,511 4,234 7,006 16,752

セグメント利益 432 59 916 1,409
 

(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。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自　2019年４月１日 至 2019年９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：百万円)

 報告セグメント

合計

 
ＩＴ

ソリューション
サービス

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 7,091 3,971 7,422 18,485

 セグメント間の内部売上高又は振替高 △648 821 △172 ―

計 6,443 4,793 7,249 18,485

セグメント利益 715 276 881 1,873
 

(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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、新中期経営計画のスタートにあわせて事業セグメントの区分方法を見直し、報告

セグメントを従来の「ITソリューション」「プロダクトソリューション」から、「ITソリューション」「サービス

ソリューション」「プロダクトソリューション」に変更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載し

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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 64.03円 87.90円

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額（百万円）

954 1,309

   普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

   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（百万円）

954 1,309

   普通株式の期中平均株式数(株) 14,899,678 14,899,618
 

(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。　
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２ 【その他】

(1) 中間配当に関する取締役会決議

当第２四半期連結会計期間末後において、会社法第459条第１項第４号に定める事項により、下記のとおり中間

配当に関する取締役会決議をしております。

 

決議 配当金の総額 (百万円) １株当たり配当額 (円)

2019年10月28日
取締役会

223 15.00
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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
 

2019年11月14日

日本システムウエア株式会社

取締役会 御中

 

仰星監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岡 本　　 　 悟 ㊞

 

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 竹 村　　 純 也 ㊞
 

 

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システムウ

エア株式会社の2019年４月１日から2020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（2019年７月１日か

ら2019年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019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、日本システムウエア株式会社及び連結子会社の2019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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