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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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 ％

31年3月期第3四半期 13,842 24.0 1,643 23.2 1,822 23.6 1,135 17.9

30年3月期第3四半期 11,159 14.2 1,333 19.4 1,474 25.0 963 27.9

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　1,296百万円 （2.9％） 30年3月期第3四半期　　1,259百万円 （62.1％）

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

31年3月期第3四半期 85.65 83.65

30年3月期第3四半期 71.83 65.84

(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

31年3月期第3四半期 13,830 9,660 64.4 679.92

30年3月期 13,785 9,178 61.9 637.52

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 8,905百万円 30年3月期 8,526百万円

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

30年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

31年3月期 ― 10.00 ―

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

（％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
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 18,203 16.7 1,744 2.2 1,804 0.6 1,157 1.0 86.35

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 31年3月期3Q 13,775,139 株 30年3月期 13,775,139 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 677,461 株 30年3月期 427,629 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 13,258,898 株 30年3月期3Q 13,409,710 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、四半期決算短信（添付資料）２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」をご参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、原油高や米国発の貿易摩擦の強まりによる輸出環境へ 

の懸念などから、景気の先行きに不透明感はあるものの、企業収益の改善を背景に、雇用情勢や個人所 

得環境に改善が見られ、緩やかな回復基調が続いております。 

当社グループが属するＩＴ業界は、ＥＣ市場及びインターネット広告市場の拡大を背景としたネット

通販サイトの構築需要やインターネット広告需要が拡大しております。また、企業の相次ぐ情報漏えい

事件の影響によりセキュリティへのＩＴ投資意欲の高まりやクラウドサービス市場の拡大を背景とした

クラウドサービス需要が拡大するなど、企業のＩＴ投資は順調に推移いたしました。  

このような状況の中で、当社グループはＥＣサイト構築パッケージ「ｅｃｂｅｉｎｇ」を活用したＥ

Ｃソリューション事業の業績拡大に注力したことに加え、セキュリティビジネスや当社独自のサービス

である「ＳＣクラウド」の拡大に注力してまいりました。  

これらの結果、売上高は138億42百万円（前年同期比24.0％増）、営業利益は16億43百万円（同23.2％

増）、経常利益は18億22百万円（同23.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億35百万円（同

17.9％増）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する説明 

（資産の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は138億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円の

増加となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が20百万円、電子記録債権が13百万円減少したも

のの、商品が１億15百万円増加したこと等によるものであります。 

（負債の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は41億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億36百万

円の減少となりました。これは、主に買掛金が５億61百万円減少したこと等によるものであります。 

（純資産の変動について） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は96億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億81百

万円の増加となりました。これは、主に自己株式が４億74百万円増加したものの、利益剰余金が８億20

百万円、非支配株主持分が１億６百万円増加したこと等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31年３月期の業績は、計画どおりに推移しており、平成30年５月９日に発表した業績予想から変

更はありません。 
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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 

   会計方針の変更 

    該当事項はありません。 

 

３．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。 
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４．四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30年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 5,195,352 3,937,859 

受取手形及び売掛金 2,686,678 2,666,343 

電子記録債権 47,657 33,814 

有価証券 982,483 490,822 

商品 117,991 233,213 

未成業務支出金 121,627 364,890 

その他 605,086 557,782 

貸倒引当金 △1,711 △3,170 

流動資産合計 9,755,165 8,281,555 

固定資産    

有形固定資産 336,602 325,636 

無形固定資産    

のれん － 603,176 

その他 513,555 514,947 

無形固定資産合計 513,555 1,118,123 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,416,892 3,285,405 

その他 768,347 827,093 

貸倒引当金 △5,214 △6,907 

投資その他の資産合計 3,180,025 4,105,590 

固定資産合計 4,030,184 5,549,351 

資産合計 13,785,349 13,830,906 

負債の部    

流動負債    

買掛金 1,488,142 926,952 

未払法人税等 330,702 291,421 

賞与引当金 307,018 159,538 

その他 1,392,519 1,608,577 

流動負債合計 3,518,382 2,986,490 

固定負債    

役員退職慰労引当金 228,008 238,533 

退職給付に係る負債 727,165 805,697 

資産除去債務 66,653 66,812 

その他 66,883 73,127 

固定負債合計 1,088,710 1,184,172 

負債合計 4,607,093 4,170,662 

純資産の部    

株主資本    

資本金 854,101 854,101 

資本剰余金 1,218,781 1,217,861 

利益剰余金 6,945,106 7,765,343 

自己株式 △550,727 △1,025,080 

株主資本合計 8,467,262 8,812,226 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 109,716 110,556 

退職給付に係る調整累計額 △50,502 △17,425 

その他の包括利益累計額合計 59,214 93,130 

新株予約権 27,510 23,940 

非支配株主持分 624,269 730,947 

純資産合計 9,178,256 9,660,244 

負債純資産合計 13,785,349 13,830,906 
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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３四半期連結累計期間）

（単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 
至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
至 平成30年12月31日) 

売上高 11,159,251 13,842,288 

売上原価 7,608,580 9,342,730 

売上総利益 3,550,671 4,499,558 

販売費及び一般管理費 2,216,735 2,856,306 

営業利益 1,333,935 1,643,252 

営業外収益 

受取利息 16,166 7,297 

受取配当金 19,363 28,700 

貸倒引当金戻入額 － 3,005 

有価証券売却益 － 35,437 

為替差益 42,623 48,957 

持分法による投資利益 44,051 72,541 

その他 23,658 17,569 

営業外収益合計 145,863 213,510 

営業外費用 

自己株式取得費用 2,273 2,093 

貸倒損失 － 22,800 

有価証券売却損 － 2,424 

その他 3,370 6,657 

営業外費用合計 5,643 33,974 

経常利益 1,474,154 1,822,788 

特別利益 

投資有価証券売却益 43,533 33,000 

固定資産売却益 30,941 － 

新株予約権戻入益 210 － 

特別利益合計 74,684 33,000 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 18,485 

投資有価証券売却損 37,868 8,658 

その他 914 6,577 

特別損失合計 38,783 33,721 

税金等調整前四半期純利益 1,510,056 1,822,066 

法人税、住民税及び事業税 464,334 536,539 

法人税等調整額 26,407 23,631 

法人税等合計 490,742 560,171 

四半期純利益 1,019,314 1,261,895 

非支配株主に帰属する四半期純利益 56,032 126,262 

親会社株主に帰属する四半期純利益 963,281 1,135,632 

株式会社ソフトクリエイトホールディングス　(3371)　平成31年３月期　第３四半期決算短信
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 1,019,314 1,261,895 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 194,561 839 

退職給付に係る調整額 42,996 33,353 

持分法適用会社に対する持分相当額 2,471 - 

その他の包括利益合計 240,029 34,192 

四半期包括利益 1,259,343 1,296,088 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,201,509 1,169,549 

非支配株主に係る四半期包括利益 57,833 126,539 
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（３）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） 

当社は、平成30年４月２日、平成30年５月31日、平成30年８月22日及び平成30年11月13日開催の取

締役会決議により、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基

づき、自己株式の取得を実施し、当第３四半期連結累計期間において自己株式が548,035千円増加して

おります。 

また、ストック・オプションの行使による自己株式の処分に伴い、当第３四半期連結累計期間にお

いて自己株式が73,682千円減少しております。 

    これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が1,025,080千円となっております。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】  

     前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 

ＥＣソリュー

ション事業 

システムイ

ンテグレー

ション事業 

物品販売 

事業 

売上高       

外部顧客への売上高 5,173,710 2,888,894 3,096,646 11,159,251 ― 11,159,251 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
29,803 103,516 106,537 239,858 △239,858 ― 

計 5,203,513 2,992,411 3,203,184 11,399,109 △239,858 11,159,251 

セグメント利益 1,273,561 744,607 44,098 2,062,267 △588,113 1,474,154 

（注） １ セグメント利益の調整額△588,113千円は、セグメント間取引△71,928千円、その他調整額△12,673千円、

各報告セグメントに配分していない全社費用△503,511千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

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。 
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株式会社ソフトクリエイトホールディングス (3371) 平成 30年３月期 第３四半期決算短信 

当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31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 
調整額 

（注）１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 

ＥＣソリュー

ション事業

システムイ

ンテグレー

ション事業

物品販売 

事業 

売上高 

外部顧客への売上高 6,310,111 3,849,751 3,682,426 13,842,288 ― 13,842,288 

セグメント間の内部

売上高又は振替高
10,403 121,151 145,485 277,040 △277,040 ― 

計 6,320,514 3,970,902 3,827,912 14,119,329 △277,040 13,842,288 

セグメント利益 1,287,760 1,201,022 73,212 2,561,995 △739,207 1,822,788 

（注） １ セグメント利益の調整額△739,207千円は、セグメント間取引△79,780千円、その他調整額△770千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△658,657千円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

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 

「ＥＣソリューション事業」セグメントにおいて、第１四半期連結会計期間より、株式会社

エートゥージェイの発行済普通株式の79.3％取得による連結子会社化に伴い、のれんが発生

しております。 

  なお、当該事象によるのれんの金額は暫定的に算定された金額です。 

(追加情報) 

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四

半期連結会計期間から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債

は固定負債の区分に表示しております。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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