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1. 平成29年9月期の連結業績（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年9月期 16,889 2.4 1,372 0.1 1,534 15.5 938 21.6

28年9月期 16,499 △4.8 1,371 △26.3 1,328 △31.5 771 △23.0

（注）包括利益 29年9月期　　1,138百万円 （89.1％） 28年9月期　　602百万円 （△43.4％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年9月期 397.09 ― 8.0 9.7 8.1

28年9月期 325.08 313.02 6.9 8.8 8.3

（参考） 持分法投資損益 29年9月期 ―百万円 28年9月期 ―百万円

(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

29年9月期 16,678 12,204 72.9 5,151.95

28年9月期 14,846 11,366 76.2 4,728.95

（参考） 自己資本 29年9月期 12,150百万円 28年9月期 11,319百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年9月期 1,784 △242 △350 7,191

28年9月期 1,177 △973 △82 5,788

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

28年9月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00 203 26.1 1.8

29年9月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00 200 21.4 1.7

30年9月期(予想) ― 0.00 ― 85.00 85.00 16.3

3. 平成30年 9月期の連結業績予想（平成29年10月 1日～平成30年 9月30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) 8,875 8.5 788 32.2 798 14.3 516 19.7 218.99

通期 18,452 9.3 1,855 35.2 1,878 22.4 1,230 31.2 521.95



※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2) 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

(3) 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） 29年9月期 2,394,000 株 28年9月期 2,394,000 株

② 期末自己株式数 29年9月期 35,543 株 28年9月期 374 株

③ 期中平均株式数 29年9月期 2,362,348 株 28年9月期 2,373,022 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成29年9月期の個別業績（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年9月期 10,245 △3.1 1,136 0.5 1,416 21.5 990 26.4

28年9月期 10,573 △9.3 1,129 △30.9 1,166 △32.2 783 △15.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

29年9月期 419.36 ―

28年9月期 330.25 317.99

(2) 個別財政状態

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

29年9月期 14,815 12,055 81.4 5,111.73

28年9月期 13,413 11,352 84.6 4,742.71

（参考） 自己資本 29年9月期 12,055百万円 28年9月期 11,352百万円

2. 平成30年 9月期の個別業績予想（平成29年10月 1日～平成30年 9月30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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,338 5.1 699 2.5 517 4.0 219.23

通期 11,346 10.7 1,537 8.5 1,088 9.8 461.33

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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。
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１．経営成績等の概況

(１)当期の経営成績の概況

当社グループの主力事業である「マーケティング事業」は、お客さま企業のマーケティング活動における戦略

パートナーとして、お客さま企業の技術情報に関する知見を活かしたマニュアルなどの制作、業務標準化支援、

及び、教育・研修などの一連のサービスにＩＣＴ(※)などを活用して提供するものであります。当社グループは

時代の変化やお客さま企業の事業環境の変化に合わせた柔軟な事業展開をすることが重要であるという考えのも

と、経営をすすめてまいりました。

当連結会計年度において、当社グループの主力市場である自動車市場では、自動運転技術やコネクティッドカ

ーなどのＩｏＴ(※)技術の活用、燃料電池自動車・電気自動車などの環境技術の推進、カーシェア・ライドシェ

アなどの新しい取り組みが活発化しました。また、技術の進展とともに、ユーザーフレンドリーな情報発信への

ニーズも高まりました。その一方で、生産車種の選択と集中、生産部品の共通化などの効率化やコスト削減を意

識した取り組みがすすめられました。

当社グループへの影響としては、技術教育・販売教育・商品教育などの新しい需要が高まる一方で、お客さま

企業の販売計画をうけ、主力業務である技術マニュアル制作において、厳しい環境となりました。

当社グループとしては、ＩＣＴなどの活用による制作コストの削減に取り組むとともに、特定市場への依存度

を軽減するべく、他市場への戦略的営業活動を続けてまいりました。特に、成長市場として「ロボット」、「医

療・医薬品」、「物流」に注力して新規開拓をすすめてまいりました。また、市場横断的な取り組みとして、具

体的には、人工知能(ＡＩ)、仮想現実(ＶＲ)、拡張現実(ＡＲ)、音声エージェントなどの技術を活用した新商材

の開発、海外拠点間の連携強化、さらに、グループ内の業務効率化を推進するために、管理業務の統合化などに

取り組んでまいりました。

以上のような経営環境のもと、収益力強化とともに将来を見据えた投資活動をすすめた結果、当社グループの

連結会計年度における売上高は、16,889百万円(前年同期比389百万円増、同2.4％増)、営業利益は1,372百万円

(前年同期比１百万円増、同0.1％増)、経常利益は1,534百万円(前年同期比205百万円増、同15.5％増)、親会社株

主に帰属する当期純利益は938百万円(前年同期比166百万円増、同21.6％増)となりました。

※ＩＣＴ：情報通信技術(Information and Communication Technology)

※ＩｏＴ：モノのインターネット(Internet of Things)

これをセグメント別に見ますと、次のとおりであります。

[マーケティング事業]：お客さま企業のマーケティング活動を支援するための一連のサービスを提供

自動車関連分野において技術マニュアル制作案件の減少があったものの、住宅関連分野において販売教育案件

が増加いたしました。また、当社のマーケティングノウハウを医療・医薬品市場に対して展開する「医療・医薬

品マーケティング」において、積極的な営業活動をすすめたことで新規案件が増加いたしました。さらに、新た

に連結対象となった人材育成・教育研修事業を展開する株式会社メイン分の増加があり、マーケティング事業の

売上高は14,965百万円(前年同期比245百万円増、同1.7％増)となりました。一方で、株式会社メインの取得にと

もない発生したのれんを償却したため、営業利益は1,466百万円(前年同期比13百万円減、同0.9％減)となりまし

た。事業分類ごとの状況は次のとおりです。

事業分類 概要 売上高 前年同期比

インターナル・
マーケティング

業務標準化や商品教育・
販売教育・技術教育などの企画・運営

3,738百万円 643百万円増 20.8％増

エクスターナル・
マーケティング

販売促進や広告宣伝、広報などの
企画・運営

1,322百万円 210百万円減 13.7％減

カスタマーサポート・
マーケティング

製品の取扱説明書や修理書などの
企画・編集・制作

7,927百万円 209百万円減 2.6％減

トータル
プリンティング

取扱説明書や修理書などの
印刷・製本、商業印刷

1,519百万円 32百万円増 2.2％増

その他 人材派遣、市場調査、物品の販売 など 456百万円 10百万円減 2.3％減
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[システム開発事業]：お客さま企業のＩＣＴ戦略を支援する一連のサービスを提供

物流関連分野において、ソフトウェアの受託開発が増加しました。特に、ＩｏＴを活用した業務プロセスの見

える化、ＩＣＴを活用した農業支援などの新たな案件が増加しました。さらに、工場の業務分析、組織分析を通

して問題点を抽出し、改善・定着支援を行う「管理技術コンサルティング」案件が増加し、売上高は1,923百万円

(前年同期比144百万円増、同8.1％増)、営業利益は84百万円(前年同期比14百万円増、同20.8％増)となりました。

(２)当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末の資産合計は、前年同期より1,831百万円増加し、16,678百万円(前年同期比12.3％増)となり

ました。これは主として、現金及び預金の増加1,473百万円、受取手形及び売掛金の増加756百万円によるもので

あります。

(負債)

当連結会計年度末の負債合計は、前年同期より992百万円増加し、4,473百万円(前年同期比28.5％増)となりま

した。これは主として、未払法人税等の増加362百万円、支払手形及び買掛金の増加309百万円によるものであり

ます。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は、前年同期より838百万円増加し、12,204百万円(前年同期比7.4％増)となり

ました。これは主として、利益剰余金の増加734百万円によるものであります。

(３)当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,403百万円増加し、当連結会計年度

末には7,191百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,784百万円の収入(前年同期は1,177百万円の収入)となりました。こ

れは主として、売上債権の増加662百万円があったものの、税金等調整前当期純利益1,532百万円の収入、減価償

却費311百万円、仕入債務の増加259百万円によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、242百万円の支出(前年同期は973百万円の支出)となりました。これは

主として、有形固定資産の取得による支出115百万円、無形固定資産の取得による支出87百万円によるものであり

ます。

財務活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の支出(前年同期は82百万円の支出)となりました。これは主

として、配当金の支払額203百万円、自己株式の取得による支出95百万円によるものであります。
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(４)今後の見通し

当社グループは事業環境の変化に対応すべく、これまでの取り組みを継続するとともに、グループ力の向上に寄

与する積極的な投資を実施してまいります。

事業戦略としては、当社グループの主力市場である自動車市場について、新技術の進展にともない増加する技術

教育・販売教育・商品教育などの需要に対して、専門的な知見とＩＣＴをかけ合わせたマーケティング支援を展開

してまいります。また、特に人間系での対応が求められるイベント・教育研修などの領域に関しては、前期にグル

ープ入りした株式会社メインが保有する講師ネットワークや、おもてなしに関する知見を活用しながら対応力を強

化します。

自動車市場以外では「製造業」「流通」「鉄道」「不動産」「教育機関」などをはじめとするお客さま企業にた

いして、継続的な取り組みをすすめる一方で、特に成長市場として「ロボット」「医療・医薬品」「物流」に注力

してまいります。「ロボット」については、他分野で培った一連のマーケティングノウハウを活用し、新規営業に

取り組みます。「医療・医薬品」については、平成29年10月にグループ入りした株式会社アサヒ・シーアンドアイ

の営業基盤とコンテンツ制作力を活かした「医療・医薬品マーケティング」の強化に取り組みます。「物流」につ

いては、ソフトウェア開発とＩｏＴを活用したマーケティング支援業務の拡販をめざします。

Ｒ＆Ｄ戦略としては、平成29年11月に関連会社となったＮＩＣＴ(※)発のベンチャー企業である株式会社シミュ

ラティオが研究・開発に取り組む、自然言語処理に強みを持つ純国産人工知能(ＡＩ)や意味解析システム『Ｏｒｃ

ａ』・質問応答システム『Ｆａｌｃｏｎ』などを活用し、展開してまいります。同社の技術と当社グループの知見

をかけ合わせ、音声エージェント型コンテンツの開発やＡＩによるマニュアル制作など、自然言語処理に関連する

ソリューションを視野に入れております。また、ＩＣＴ部門において、さらなる仮想現実(ＶＲ)、拡張現実(ＡＲ)

などの技術の活用方法や、ユーザーのわかりやすさの一歩先を実現するＵＩ(ユーザーインターフェイス)などの研

究に取り組みます。

組織戦略としては、株式会社シイエム・シイにおいて、営業部門の統合を実施し、意思決定のスピードを上げて、

市場の変化に迅速に対応してまいります。また、海外拠点間の連携を強化し、収益力の向上をめざします。さらに、

グループ横断的な取り組みとして、グループ各社の管理業務の統合化を一層推進します。特に、財務・人事などの

管理系システム統合による業務効率化をすすめる一方で、経営分析・企画業務におけるプロフェッショナル人材育

成による高度化をめざします。

以上から、平成30年９月期の当社グループの業績は、売上高18,452百万円(前年同期比1,563百万円増、同9.3％

増)、営業利益1,855百万円(前年同期比482百万円増、同35.2％増)、経常利益1,878百万円(前年同期比344百万円増、

同22.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,230百万円(前年同期比292百万円増、同31.2％増)を予想しており

ます。

※ＮＩＣＴ：国立研究開発法人情報通信研究機構

(National Institute of Information and Communications Technology)

(５)継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,788,559 7,262,345

受取手形及び売掛金 2,636,633 3,392,879

たな卸資産 882,429 820,078

繰延税金資産 195,541 218,540

その他 274,719 207,503

流動資産合計 9,777,883 11,901,347

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 789,618 729,806

機械装置及び運搬具（純額） 422,949 332,622

工具、器具及び備品（純額） 105,109 115,150

土地 1,680,618 1,680,618

建設仮勘定 3,600 36,900

その他（純額） ― 7,635

有形固定資産合計 3,001,896 2,902,732

無形固定資産

のれん 229,039 45,807

ソフトウエア 133,236 103,950

その他 31,272 68,222

無形固定資産合計 393,548 217,981

投資その他の資産

投資有価証券 658,537 568,083

繰延税金資産 337,415 345,433

保険積立金 343,679 399,960

その他 333,872 342,621

貸倒引当金 △71 △71

投資その他の資産合計 1,673,433 1,656,027

固定資産合計 5,068,878 4,776,741

資産合計 14,846,761 16,678,088
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年９月30日)

当連結会計年度
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 786,790 1,096,142

短期借入金 117,730 105,385

未払金 158,042 124,691

未払費用 192,129 249,301

未払法人税等 68,437 431,383

賞与引当金 496,279 512,254

役員賞与引当金 81,032 75,200

その他 203,304 364,258

流動負債合計 2,103,747 2,958,618

固定負債

役員退職慰労引当金 214,292 227,561

退職給付に係る負債 1,121,242 1,187,843

その他 41,254 99,339

固定負債合計 1,376,789 1,514,743

負債合計 3,480,537 4,473,362

純資産の部

株主資本

資本金 657,610 657,610

資本剰余金 571,270 571,270

利益剰余金 10,077,003 10,811,606

自己株式 △770 △96,528

株主資本合計 11,305,114 11,943,957

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 90,016 203,133

為替換算調整勘定 7,466 67,310

退職給付に係る調整累計額 △83,267 △63,753

その他の包括利益累計額合計 14,214 206,690

非支配株主持分 46,895 54,077

純資産合計 11,366,224 12,204,726

負債純資産合計 14,846,761 16,678,088
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 16,499,196 16,889,054

売上原価 11,202,293 11,467,355

売上総利益 5,296,903 5,421,699

販売費及び一般管理費 3,925,678 4,049,026

営業利益 1,371,224 1,372,672

営業外収益

受取利息 2,185 3,134

受取配当金 7,122 10,052

受取保険金 29,272 36,866

作業くず売却益 15,409 13,961

為替差益 ― 82,153

その他 14,335 26,343

営業外収益合計 68,324 172,513

営業外費用

支払利息 3,539 4,443

投資事業組合運用損 853 2,722

固定資産除却損 17,310 3,189

為替差損 87,951 ―

その他 1,015 464

営業外費用合計 110,670 10,819

経常利益 1,328,878 1,534,365

特別利益

固定資産売却益 5,733 558

特別利益合計 5,733 558

特別損失

固定資産売却損 797 61

投資有価証券評価損 ― 2,699

特別損失合計 797 2,761

税金等調整前当期純利益 1,333,815 1,532,162

法人税、住民税及び事業税 433,069 637,714

法人税等調整額 114,228 △45,349

法人税等合計 547,298 592,365

当期純利益 786,517 939,797

非支配株主に帰属する当期純利益 15,092 1,736

親会社株主に帰属する当期純利益 771,424 938,060
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

当期純利益 786,517 939,797

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,124 113,116

為替換算調整勘定 △127,683 66,079

退職給付に係る調整額 △48,609 19,514

その他の包括利益合計 △184,417 198,710

包括利益 602,099 1,138,508

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 596,936 1,130,536

非支配株主に係る包括利益 5,162 7,971
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 637,635 551,295 9,516,409 △770 10,704,570

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
19,975 19,975 39,950

剰余金の配当 △201,460 △201,460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
771,424 771,424

自己株式の取得 ―

連結範囲の変動 △9,370 △9,370

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 19,975 19,975 560,593 ― 600,543

当期末残高 657,610 571,270 10,077,003 △770 11,305,114

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 98,140 114,359 △34,658 177,841 9,745 10,892,157

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
39,950

剰余金の配当 △201,460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
771,424

自己株式の取得 ―

連結範囲の変動 △9,370

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△8,124 △106,893 △48,609 △163,627 37,150 △126,477

当期変動額合計 △8,124 △106,893 △48,609 △163,627 37,150 474,066

当期末残高 90,016 7,466 △83,267 14,214 46,895 11,366,224
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当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 657,610 571,270 10,077,003 △770 11,305,114

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
―

剰余金の配当 △203,458 △203,458

親会社株主に帰属す

る当期純利益
938,060 938,060

自己株式の取得 △95,758 △95,758

連結範囲の変動 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― 734,602 △95,758 638,843

当期末残高 657,610 571,270 10,811,606 △96,528 11,943,957

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 90,016 7,466 △83,267 14,214 46,895 11,366,224

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
―

剰余金の配当 △203,458

親会社株主に帰属す

る当期純利益
938,060

自己株式の取得 △95,758

連結範囲の変動 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

113,116 59,844 19,514 192,475 7,182 199,658

当期変動額合計 113,116 59,844 19,514 192,475 7,182 838,501

当期末残高 203,133 67,310 △63,753 206,690 54,077 12,204,726
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,333,815 1,532,162

減価償却費 325,998 311,742

のれん償却額 183,231 219,131

賞与引当金の増減額（△は減少） 376 7,984

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43,670 △5,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △77,874 13,268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 98,916 86,115

受取利息及び受取配当金 △9,307 △13,187

支払利息 3,539 4,443

為替差損益（△は益） 12,218 △7,404

固定資産売却損益（△は益） △4,936 △497

投資有価証券評価損益（△は益） ― 2,699

売上債権の増減額（△は増加） 1,116,216 △662,557

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,437 72,541

仕入債務の増減額（△は減少） △378,483 259,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △217,080 162,845

その他 △59,155 84,142

小計 2,097,367 2,066,694

利息及び配当金の受取額 9,307 13,187

利息の支払額 △3,487 △4,446

法人税等の支払額 △925,665 △291,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,177,521 1,784,330

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 △449,206 △115,052

有形固定資産の売却による収入 33,115 924

無形固定資産の取得による支出 △32,546 △87,661

投資有価証券の取得による支出 △103,129 △42,047

子会社株式の取得による支出 △300,000 ―

長期貸付けによる支出 △114,837 ―

その他 △7,124 1,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △973,728 △242,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 79,015 △22,758

長期借入金の返済による支出 ― △25,558

新株予約権の行使による株式の発行による収入 39,950 ―

自己株式の取得による支出 ― △95,758

配当金の支払額 △201,005 △203,012

その他 △897 △2,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,938 △350,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 △111,277 63,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,577 1,255,235

現金及び現金同等物の期首残高 5,713,386 5,788,559

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 65,595 148,080

現金及び現金同等物の期末残高 5,788,559 7,191,875
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(５)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。

(追加情報)

「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)を当連結会計

年度から適用しております。
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(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

(１)報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社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、取締役会が、経

営資源の配分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。

当社グループは主に製品・サービス別に「マーケティング事業」及び「システム開発事業」の２つを報告セグメン

トとしております。

(２)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「マーケティング事業」は、お客さま企業のマーケティング活動における戦略パートナーとして、お客さま企業の

技術情報に関する知見を活かしたマニュアルなどの制作、業務標準化支援、及び、教育・研修などの一連のサービス

にＩＣＴなどを活用して提供しております。

「システム開発事業」は、お客さま企業のＩＣＴ戦略を支援するサービスとして、ＩＣＴソリューションの企画・

提案、システムインテグレーション、ソフトウエア受託開発、ソフトウエア開発要員の派遣、ソフトウエアパッケー

ジの販売、ハードウェア及び周辺機器販売、各種クラウドサービスなどを提供しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概

ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格

に基づいております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注１)
連結財務諸表計
上額(注２)マーケティング

事業
システム開発

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 14,720,054 1,779,141 16,499,196 ― 16,499,196

セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,608 51,321 61,930 △61,930 ―

計 14,730,663 1,830,463 16,561,126 △61,930 16,499,196

セグメント利益 1,479,590 70,065 1,549,655 △178,431 1,371,224

セグメント資産 13,507,623 1,119,639 14,627,263 219,498 14,846,761

その他の項目

減価償却費 316,169 9,828 325,998 ― 325,998

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

281,796 21,401 303,198 ― 303,198

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。

(１)セグメント利益の調整額△178,431千円には、セグメント間取引消去4,800千円、のれんの償却額△183,231

千円が含まれております。

(２)セグメント資産の調整額219,498千円には、のれん229,039千円、セグメント間取引消去△9,540千円が含ま

れております。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注１)
連結財務諸表計
上額(注２)マーケティング

事業
システム開発

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 14,965,116 1,923,938 16,889,054 ― 16,889,054

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,420 85,086 97,507 △97,507 ―

計 14,977,536 2,009,024 16,986,561 △97,507 16,889,054

セグメント利益 1,466,431 84,671 1,551,103 △178,431 1,372,672

セグメント資産 15,196,154 1,462,455 16,658,610 19,478 16,678,088

その他の項目

減価償却費 301,643 10,098 311,742 ― 311,742

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

166,217 33,692 199,909 ― 199,909

(注)１ 調整額は、以下のとおりであります。

(１)セグメント利益の調整額△178,431千円には、セグメント間取引消去4,800千円、のれんの償却額△183,231

千円が含まれております。

(２)セグメント資産の調整額19,478千円には、のれん45,807千円、セグメント間取引消去△26,329千円が含まれ

ております。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり純資産額 4,728円95銭 5,151円95銭

１株当たり当期純利益金額 325円08銭 397円09銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

313円02銭 ―

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当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。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当連結会計年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

771,424 938,060

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
帰属する当期純利益(千円)

771,424 938,060

普通株式の期中平均株式数(株) 2,373,022 2,362,348

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

親会社株主に帰属する
当期純利益調整額(千円)

― ―

普通株式増加数(株) 91,466 ―

(うち新株予約権)(株) 91,466 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

―

(注) 当連結会計年度の潜在株式調整後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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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