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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年３月期第１四半期 3,040 13.3 43 ― 43 ― 24 ―

26年３月期第１四半期 2,684 △5.1 △21 ― △34 ― △39 ―
(注) 包括利益 27年３月期第１四半期 24百万円( ―％) 26年３月期第１四半期 △39百万円( ―％)
　

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

27年３月期第１四半期 4.07 ―

26年３月期第１四半期 △6.53 ―
　

　

（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 ％

27年３月期第１四半期 5,495 2,967 54.0

26年３月期 5,871 3,002 51.1
(参考) 自己資本 27年３月期第１四半期 2,967百万円 26年３月期 3,002百万円
　

　

　

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

26年３月期 ― 7.00 ― 10.00 17.00

27年３月期 ―

27年３月期(予想) 7.00 ― 7.00 14.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注) 26年３月期期末配当金の内訳 記念配当 3円00銭
　

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 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) 6,000 2.3 110 △35.8 105 △33.0 60 △20.0 10.00

通期 13,000 2.9 450 △11.6 440 △15.0 250 0.2 41.67
(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 ： 有
　

　

（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) 27年３月期１Ｑ 6,000,000株 26年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 524株 26年３月期 474株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 5,999,485株 26年３月期１Ｑ 5,999,526株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

　

※ 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、当社としてその達成を約束する趣旨のものではありません。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。上記予想に関連する事項につきましては、添付資料３ページの
「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、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動があるものの、

景気は緩やかな回復基調が続いています。

情報サービス産業におきましては、積極的な情報化投資がみられる分野も一部にはあるものの、当社主要顧客

である製造業の情報化投資の慎重な姿勢には、未だ大きな変化が見られません。

このような状況のもと、当社グループは顧客満足の更なる向上を図るため、技術力を基盤としたプロジェクト

マネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの提供に努めました。

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2,732百万円（前年同四半期比2.9％増）、売上高

3,040百万円（前年同四半期比13.3％増）となりました。利益面につきましては、営業利益43百万円（前年同四半

期 営業損失21百万円）、経常利益43百万円（前年同四半期 経常損失34百万円）、四半期純利益は24百万円（前年

同四半期 四半期純損失39百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりです。

①ソリューション事業

他社開発ERP パッケージ製品をベースとしたコンサルティング、システム構築につきましては、顧客ニーズを

捉えた積極的な提案活動に努めるとともに、顧客のグローバル展開支援や情報の可視化を図る複合型ソリューシ

ョンの提供を推進し、着実なプロジェクトの遂行に努めました。また、顧客のグローバル展開を支援するソリュ

ーションの提供力強化にも取り組みました。当セグメントの受注高は1,668百万円（前年同四半期比3.5％減）、売

上高は1,835百万円（前年同四半期比6.3％増）となりました。

②プロダクト事業

自社開発ERPパッケージ「MCFrame」および「A.S.I.A.」につきましては、引き続き、顧客・ビジネスパートナ

ーとの関係強化を図り、ライセンス販売に注力いたしました。さらに、東南アジアにおけるビジネスパートナー

の拡充にも取り組みました。当セグメントの受注高は992百万円（前年同四半期比17.3％増）、売上高は1,118百万

円（前年同四半期比29.7％増）となりました。ライセンス売上高は392百万円（前年同四半期比4.3％増）となり

ました。

③システムサポート事業

東洋ビジネスシステムサービス株式会社が展開する運用・保守等のシステムサポート事業につきましては、引

き続きシステムのライフサイクルサポートの充実に努めました。当セグメントの受注高は71百万円（前年同四半

期比11.3％減）、売上高は85百万円（前年同四半期比9.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

流動資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末と比較して362百万円減少

し、3,756百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間末の総資産に占める流動資産の比率は68.3％で

あります。

また、固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額が有形固定資産及び無形固定資

産の取得を上回ったことにより、前連結会計年度末と比較して13百万円減少し、1,739百万円となりました。

これらの結果、資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比較して376百万円減少

し、5,495百万円となりました。

（負債の部）

負債の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、賞与引当金の減少、未払法人税等の減少、支払手形及び買掛

金の減少等により、前連結会計年度末と比較して340百万円減少し、2,528百万円となりました。

（純資産の部）

純資産の部の当第１四半期連結会計期間末残高は、剰余金の配当による減少等により、前連結会計年度末と比

較して35百万円減少し、2,967百万円となりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して2.9ポイント増加し

54.0％となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想は平成26年5月9日公表の予想値より変更ありません。

なお、当社グループの業績特性としましては、受注案件の納期が各四半期末に集中する傾向があり、特に第2お

よび第4四半期末にはこの傾向が一層顕著となります。このため、各四半期毎に業績は変動し、特に第2および第4

四半期に大きく変動します。

決算短信 （宝印刷）  2014年07月30日 10時51分 5ページ （Tess 1.40 20131220_01）

3

東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828）　平成27年３月期　第１四半期決算短信



２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 609,390 561,806

受取手形及び売掛金 2,422,484 2,088,852

仕掛品 376,189 426,214

その他 710,410 679,374

流動資産合計 4,118,475 3,756,247

固定資産

有形固定資産 170,546 168,765

無形固定資産

ソフトウエア 1,129,582 1,114,292

その他 156 140

無形固定資産合計 1,129,738 1,114,432

投資その他の資産

その他 458,695 461,964

貸倒引当金 △5,499 △5,499

投資その他の資産合計 453,195 456,464

固定資産合計 1,753,480 1,739,662

資産合計 5,871,955 5,495,909

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 310,800 258,484

短期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 232,724 3,416

前受金 501,934 676,373

賞与引当金 611,108 201,882

役員賞与引当金 30,000 30,000

品質保証引当金 11,163 11,501

その他 671,543 847,177

流動負債合計 2,869,275 2,528,836

負債合計 2,869,275 2,528,836

純資産の部

株主資本

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,879,048 1,843,497

自己株式 △168 △225

株主資本合計 3,002,680 2,967,072

純資産合計 3,002,680 2,967,072

負債純資産合計 5,871,955 5,495,909
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 2,684,339 3,040,286

売上原価 1,935,312 2,173,800

売上総利益 749,026 866,486

販売費及び一般管理費 770,805 822,519

営業利益又は営業損失（△） △21,778 43,967

営業外収益

為替差益 1,441 -

その他 2 1

営業外収益合計 1,444 1

営業外費用

支払利息 178 651

株式公開費用 12,000 -

その他 1,607 35

営業外費用合計 13,785 686

経常利益又は経常損失（△） △34,119 43,281

特別損失

固定資産除却損 321 64

特別損失合計 321 64

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

△34,441 43,216

法人税等 4,723 18,772

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△39,164 24,444

四半期純利益又は四半期純損失（△） △39,164 24,444

決算短信 （宝印刷）  2014年07月30日 10時51分 8ページ （Tess 1.40 20131220_01）

6

東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828）　平成27年３月期　第１四半期決算短信



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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株
主損益調整前四半期純損失（△）

△39,164 24,444

四半期包括利益 △39,164 24,444

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,164 24,444

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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）

該当事項はありません。
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