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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48期 

第２四半期連結 
累計期間 

第49期 
第２四半期連結 

累計期間 
第48期 

会計期間 
自2019年４月１日 
至2019年９月30日 

自2020年４月１日 
至2020年９月30日 

自2019年４月１日 
至2020年３月31日 

売上高 （千円） 8,610,978 8,042,391 18,019,792 

経常利益 （千円） 202,797 58,948 1,021,581 

親会社株主に帰属する四半期（当期）純損

失（△） 
（千円） △552,893 △309,480 △30,675 

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △583,916 △258,461 △119,317 

純資産額 （千円） 5,683,563 5,808,175 6,218,217 

総資産額 （千円） 12,308,935 12,250,254 12,988,341 

１株当たり四半期（当期）純損失（△） （円） △104.18 △57.71 △5.76 

潜在株式調整後１株当たり四半期   

（当期）純利益 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 45.9 47.1 47.7 

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 289,225 1,271,473 417,265 

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △457,494 △66,180 △527,162 

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 86,295 △552,248 △185,027 

現金及び現金同等物の四半期末    

（期末）残高 
（千円） 4,108,088 4,526,083 3,908,254 

 

回次
第48期

第２四半期連結
会計期間

第49期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2019年７月１日
至2019年９月30日

自2020年７月１日
至2020年９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △62.03 △31.43

（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まれておりません。

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。 

４．第47期より「株式給付信託（BBT）」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている「株式給付

信託（BBT）」に残存する当社株式は、1株当たり四半期（当期）純損失の算定上、期中平均株式数の計算におい

て控除する自己株式に含めております（当第２四半期連結累計期間47,800株）。 

５．前第１四半期連結累計期間において行われた企業結合に係る暫定的な会計処理が前連結会計年度末に確定して

おり、前第２四半期連結累計期間の関連する主要な経営指標等については、暫定的な会計処理の確定による取得

原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。 

 

 

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（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。
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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、新たな事業等のリスクの発生又は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の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（当社及び連結子会社）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

①経営成績の状況

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、個人消費の冷 

え込みや企業活動の抑制など様々な分野の経済活動に波及し、それに伴い雇用・所得環境が悪化し景気に大きな影 

響を与えました。また、５月下旬の緊急事態宣言解除以降も収束の見通しが立たず、依然として厳しい状況が続い 

ております。

 国内ＩＴ産業につきましては、直近の統計（経済産業省、特定サービス産業動態統計８月確報）において、2019 

年の売上高前年比が4.0％増（2018年の売上高前年比は1.5％増）とプラス傾向を継続しておりましたが、足元にお 

ける新型コロナウイルス感染症の影響拡大もあり直近の2020年８月は前年同月比で3.5％減とマイナスに転じるな

ど、先行きが極めて不透明な状況にあると認識しております。

 このような環境下、当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る事業活動への影響を受けながらも、営業・販売活動のオンライン化等による受注案件の安定的確保や従業員のテ

レワーク実施による稼働率の維持等により、結果、売上高80億42百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益23百万

円（前年同期比87.9％減）、経常利益58百万円（前年同期比70.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は減

損損失を3億13百万円計上したことにより3億9百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失5億52百万

円）となりました。なお、セグメント別の内訳は以下のとおりとなっております。

 まず、ソフトウェア事業（受注ソフトウェアの個別受託開発）につきましては、金融・保険・証券業向け案件が

前年を上回ったものの、サービス・流通業、製造業及び通信業向け案件等がそれぞれ減収となり、売上高55億43百

万円（前年同期比4.2％減）、営業損失1億92百万円（前年同期は営業損失89百万円）となりました。 

 次に、ＧＡＫＵＥＮ事業（学校業務改革パッケージの開発・販売及び関連サービス）につきましては、大学向け

ＰＰ（プログラム・プロダクト）販売が前年を上回ったものの、仕入販売及び導入支援サービス等がそれぞれ減収

となり、売上高12億66百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益1億74百万円（前年同期比8.1％減）となりまし

た。 

 次に、システム販売事業（ＩＴ機器の販売及び情報通信インフラの構築）につきましては、大学及び公共系案件

の減収により、売上高6億98百万円（前年同期比29.8％減）、営業利益68百万円（前年同期比37.5％減）となりま

した。

 最後に、医療ビッグデータ事業（医療情報データの点検、分析及び関連サービス）につきましては、保険者向け

の支援サービス等が前年を上回り、売上高は堅調に推移いたしましたが、研究開発費等のコスト増により、売上高

5億34百万円（前年同期比8.4％増）、営業損失36百万円（前年同期は営業損失23百万円）となりました。

 

（当社グループの四半期業績の特性）

 当社グループの事業の特性といたしましては、主として顧客の検収時期が多くの企業の会計期末にあたる３月に 

大きく集中し、次いで第２四半期末に当たる９月に集中する傾向があります。したがって、例年当社グループの第 

１、第３四半期連結会計期間の収益は、第２、第４四半期連結会計期間と比較して相当に少額となる特色がありま 

す。
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 ②財政状態の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況につきましては、以下のとおりであります。

（資産）

 流動資産の残高は92億7百万円（前連結会計年度末比3億95百万円減）となりました。これは主として売掛金の減

少並びに仕掛品の増加によるものであります。また、固定資産の残高は30億43百万円（同3億42百万円減）となり

ました。これは主としてのれん等の減少によるものであります。

（負債）

 流動負債の残高は48億58百万円（同3億9百万円減）となりました。これは主として前受金の増加並びに短期借入

金、その他に含まれる未払消費税等及び未払法人税等の減少によるものであります。また、固定負債の残高は15億

83百万円（同18百万円減）となりました。

（純資産）

 純資産の合計残高は58億8百万円（同4億10百万円減）となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の状況は、期首の資金

残高39億8百万円より6億17百万円増加し、45億26百万円（前第２四半期連結累計期間末残高は41億8百万円）とな

りました。なお、各キャッシュ・フローの状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）

 営業活動によるキャッシュ・フローは、12億71百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は2億89百万円の収

入）となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが9億82百万円増加した要因は、未払金

を主としたその他債務の支払額の減少並びに前受金及び売上債権の回収に係る収入がそれぞれ増加したことによる

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出（同4億57百万円の支出）となりました。前年同四半期

連結累計期間に比べキャッシュ・フローが3億91百万円増加した要因は、主として子会社株式の取得による支出が

減少したこと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）

 財務活動によるキャッシュ・フローは、5億52百万円の支出（同86百万円の収入）となりました。前年同四半期

連結累計期間に比べキャッシュ・フローが6億38百万円減少した要因は、主として短期借入の減少によるものであ

ります。

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「第２ ３．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」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（４）経営方針・経営戦略等 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

（６）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 当第２四半期連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

について重要な変更はありません。

 

（７）研究開発活動 

 当第２四半期連結累計期間における研究開発費は1億95百万円であります。なお、同期間において、研究開発活

動の状況に重要な変更はありません。

 

（８）経営成績に重要な影響を与える要因 

「第２ １.事業等のリスク」に記載のとおり、当第２四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。
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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等の決定又は締結等はありません。
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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 16,000,000

計 16,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（2020年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2020年11月11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 5,612,230 5,612,230 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株でありま

す。 

計 5,612,230 5,612,230 － － 

 

（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
（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年７月１日～

2020年９月30日
－ 5,612,230 － 1,076,669 － 1,038,308
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（５）【大株主の状況】

    2020年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（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

（％） 

株式会社ジャスト 堺市西区浜寺昭和町５－601－１ 1,450,100 26.81 

日本システム技術従業員持株会 大阪市北区中之島２－３－18 625,640 11.57 

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG 

S.A. 1300000 

（常任代理人 株式会社みずほ

銀行） 

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 

6, ROUTE DE TREVES, L-2633 

SENNINGERBERG, LUXEMBOURG 

（東京都港区港南２－15－１ 品川イ

ンターシティA棟） 

275,900 5.10 

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２－11－３ 156,500 2.89 

平林 卓 堺市西区 139,320 2.58 

平林 武昭 堺市西区 95,500 1.77 

株式会社日本カストディ銀行

（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－12 86,000 1.59 

THE BANK OF NEW YORK 

MELLON 140040 

（常任代理人 株式会社みずほ

銀行） 

240 GREENWICH STREET, NEWYORK, 

NY 10286, U.S.A. 

（東京都港区港南２－15－１ 品川イ

ンターシティA棟） 

68,200 1.26 

株式会社日本カストディ銀行

（証券投資信託口） 
東京都中央区晴海１－８－12 64,500 1.19 

株式会社日本カストディ銀行

（信託口５） 
東京都中央区晴海１－８－12 64,500 1.19 

計 － 3,026,160 55.94 

（注）１.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社及び

  JTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。 

 ２.当社は、自己株式を202,523株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、当社は

  株式給付信託（BBT）を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有する当社株式

  47,800株は上記自己株式に含めておりません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020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） 普通株式 202,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,408,000 54,080 － 

単元未満株式 普通株式 1,730 － － 

発行済株式総数   5,612,230 － － 

総株主の議決権   － 54,080 － 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託（BBT）が所有する当社株式47,800株（議

     決権478個)が含まれております。

    ２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式23株が含まれております。

 

②【自己株式等】

        2020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（％） 

日本システム技術

株式会社 

大阪市北区中之島

二丁目３番18号 
202,500 － 202,500 3.61 

計 － 202,500 － 202,500 3.61 

 （注）１．株式給付信託（BBT）が所有する当社株式47,800株を、四半期連結財務諸表において自己株式として

     計上しております。

    ２．上記のほか、当社所有の単元未満自己株式23株があります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

- 7 -



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（2020年７月１日から2020

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツ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：千円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,909,343 4,527,130 

受取手形及び売掛金 4,502,676 3,050,163 

有価証券 200,644 200,158 

商品及び製品 71,634 186,247 

仕掛品 698,017 1,089,106 

原材料及び貯蔵品 1,516 2,221 

その他 238,579 165,494 

貸倒引当金 △19,471 △13,421 

流動資産合計 9,602,941 9,207,100 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 763,597 777,366 

減価償却累計額 △462,594 △479,457 

建物及び構築物（純額） 301,002 297,909 

土地 142,361 142,361 

その他 487,040 499,550 

減価償却累計額 △358,559 △374,122 

その他（純額） 128,480 125,428 

有形固定資産合計 571,845 565,699 

無形固定資産    

のれん 437,343 187,728 

顧客関連資産 181,063 113,618 

商標権 37,348 7,979 

技術関連資産 66,303 14,165 

ソフトウエア 64,545 65,109 

その他 7,626 7,626 

無形固定資産合計 794,230 396,229 

投資その他の資産    

投資有価証券 558,208 689,862 

退職給付に係る資産 465,943 466,445 

繰延税金資産 436,814 379,395 

差入保証金 443,489 442,023 

その他 162,906 150,619 

貸倒引当金 △48,036 △47,120 

投資その他の資産合計 2,019,325 2,081,225 

固定資産合計 3,385,400 3,043,153 

資産合計 12,988,341 12,250,254 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 990,491 974,376 

短期借入金 1,500,000 1,107,732 

1年内返済予定の長期借入金 8,400 7,000 

未払法人税等 307,068 67,976 

前受金 823,126 1,300,886 

賞与引当金 774,631 722,867 

役員賞与引当金 30,676 15,810 

工事損失引当金 － 16,769 

その他 733,742 644,837 

流動負債合計 5,168,137 4,858,256 

固定負債    

長期借入金 2,800 － 

役員株式給付引当金 47,643 65,090 

役員退職慰労引当金 1,845 3,053 

退職給付に係る負債 992,271 999,750 

繰延税金負債 61,062 31,434 

その他 496,364 484,492 

固定負債合計 1,601,987 1,583,822 

負債合計 6,770,124 6,442,078 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,076,669 1,076,669 

資本剰余金 1,113,912 1,113,912 

利益剰余金 4,178,503 3,717,514 

自己株式 △233,240 △233,303 

株主資本合計 6,135,844 5,674,792 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 113,396 211,706 

為替換算調整勘定 △30,713 △86,550 

退職給付に係る調整累計額 △28,978 △25,994 

その他の包括利益累計額合計 53,704 99,161 

非支配株主持分 28,668 34,222 

純資産合計 6,218,217 5,808,175 

負債純資産合計 12,988,341 12,250,254 
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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：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 8,610,978 8,042,391 

売上原価 6,696,965 6,267,039 

売上総利益 1,914,012 1,775,352 

販売費及び一般管理費 ※１ 1,723,888 ※１ 1,752,342 

営業利益 190,123 23,010 

営業外収益    

受取利息 5,469 8,611 

受取配当金 3,320 3,875 

受取賃貸料 2,637 1,568 

為替差益 － 3,581 

助成金収入 11,593 16,129 

その他 5,573 4,356 

営業外収益合計 28,594 38,122 

営業外費用    

支払利息 1,686 1,621 

為替差損 13,448 － 

賃貸費用 132 130 

その他 652 432 

営業外費用合計 15,920 2,184 

経常利益 202,797 58,948 

特別損失    

減損損失 ※２ 722,286 ※２ 313,171 

投資有価証券評価損 － 29,535 

特別損失合計 722,286 342,707 

税金等調整前四半期純損失（△） △519,489 △283,758 

法人税等 37,769 19,116 

四半期純損失（△） △557,259 △302,874 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△4,365 6,605 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △552,893 △309,480 
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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：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

四半期純損失（△） △557,259 △302,874 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 7,159 98,309 

為替換算調整勘定 △27,619 △56,881 

退職給付に係る調整額 △6,196 2,984 

その他の包括利益合計 △26,656 44,413 

四半期包括利益 △583,916 △258,461 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △580,044 △264,023 

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,871 5,562 
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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２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020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損失（△） △519,489 △283,758 

減価償却費 35,196 54,211 

ソフトウエア償却費 13,490 7,954 

のれん償却額 42,278 28,712 

顧客関連資産償却額 30,525 13,319 

商標権償却額 － 1,875 

技術関連資産償却額 － 3,328 

減損損失 722,286 313,171 

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,952 △51,620 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 10,733 8,641 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △10,407 △501 

受取利息及び受取配当金 △8,789 △12,487 

支払利息 1,686 1,621 

売上債権の増減額（△は増加） 977,241 1,431,972 

前受金の増減額（△は減少） 333,387 479,248 

たな卸資産の増減額（△は増加） △176,602 △506,936 

仕入債務の増減額（△は減少） △184,858 △13,265 

その他 △740,071 44,108 

小計 457,656 1,519,597 

利息及び配当金の受取額 9,275 12,972 

利息の支払額 △1,499 △1,638 

法人税等の支払額 △176,207 △259,458 

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,225 1,271,473 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額（△は増加） 17,550 － 

有形固定資産の取得による支出 △35,574 △35,541 

ソフトウエアの取得による支出 △14,996 △10,830 

投資有価証券の取得による支出 △1,391 △19,498 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
△416,822 － 

差入保証金の差入による支出 △5,015 △1,101 

差入保証金の回収による収入 372 2,038 

その他 △1,615 △1,248 

投資活動によるキャッシュ・フロー △457,494 △66,180 

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） 256,994 △392,268 

リース債務の返済による支出 △11,976 △4,208 

長期借入金の返済による支出 △4,900 △4,200 

自己株式の取得による支出 △80 △62 

配当金の支払額 △149,982 △151,509 

非支配株主への払戻による支出 △3,759 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,295 △552,248 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,661 △35,214 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,634 617,828 

現金及び現金同等物の期首残高 4,204,722 3,908,254 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 4,108,088 ※１ 4,526,083 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

 該当事項はありません。 

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り） 

 前連結会計年度の有価証券報告書「第５ １.（1）連結財務諸表 注記事項（追加情報）」に記載した新型コ

ロナウイルス感染症の今後の拡大及び収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 

 

（株式給付信託（BBT）） 

 当社は、2018年６月26日開催の第46回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役の報

酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリット並びに株価下落のリスクを共

に株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的とし

て、「株式給付信託（BBT）（＝Board Benefit Trust）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しておりま

す。

(1)取引の概要 

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を

「本信託」といいます。)を通じて取得され、当社取締役（社外取締役を除きます。以下断りがない限り、

同じとします。）に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換

算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度

です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

(2)信託に残存する自社の株式 

 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当第２四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は87,713千

円、株式数は47,800株であります。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

  当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2020年９月30日）

貸出コミットメントの総額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 500,000千円 500,000千円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  2019年４月１日 
  至  2019年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  2020年４月１日 

  至  2020年９月30日） 

賃金給料及び諸手当 609,799千円 638,851千円 

賞与引当金繰入額 128,065千円 136,343千円 

役員賞与引当金繰入額 13,746千円 14,795千円 

役員株式報酬費用 14,617千円 17,447千円 

役員退職慰労引当金繰入額 1,199千円 1,208千円 

退職給付費用 36,534千円 33,888千円 

研究開発費 173,006千円 195,365千円 

 

 

※２ 減損損失 

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

 当社グループは、以下ののれん及び顧客関連資産についてそれぞれ減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

マレーシア その他 のれん 399,358

マレーシア 事業用資産 顧客関連資産 322,928

 当社グループは、原則として事業セグメントを基準としてグルーピングを行っております。 

連結子会社であるVirtual Calibre SDN. BHD.、Virtual Calibre MSC SDN. BHD.、Virtual Calibre Consulting 

SDN. BHD.において、株式取得時に想定していた収益が見込めなくなったため、のれん及び顧客関連資産につきそれ

ぞれの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計額722,286千円を減損損失として計上しております。

その内訳はのれんが399,358千円、顧客関連資産が322,928千円であります。

 なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、回収可能価額についてのれんを148,012千円、顧

客関連資産を119,685千円として評価しております。 

 

 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） 

 当社グループは、以下ののれん、顧客関連資産、商標権及び技術関連資産についてそれぞれ減損損失を計上しま

した。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

シンガポール その他 のれん 196,790

シンガポール 事業用資産 顧客関連資産 44,861

シンガポール 事業用資産 商標権 25,770

シンガポール 事業用資産 技術関連資産 45,749

 当社グループは、原則として事業セグメントを基準としてグルーピングを行っております。 

連結子会社であるAG NET PTE. LTD.において、株式取得時に想定していた収益が見込めなくなったため、のれん、

顧客関連資産、商標権及び技術関連資産につきそれぞれの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計

額313,171千円を減損損失として計上しております。その内訳はのれんが196,790千円、顧客関連資産が44,861千

円、商標権が25,770千円、技術関連資産が45,749千円であります。

 なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、回収可能価額についてのれんを60,932千円、顧

客関連資産を13,890千円、商標権を7,979千円、技術関連資産を14,165千円として評価しております。
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（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 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

現金及び預金勘定 4,147,751千円 4,527,130千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △39,663千円 △1,047千円

現金及び現金同等物 4,108,088千円 4,526,083千円

 

（株主資本等関係）

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

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年４月26日

取締役会
普通株式 149,982 28 2019年３月31日 2019年６月４日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年４月30日

取締役会
普通株式 151,509 28 2020年３月31日 2020年６月10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：千円） 

 
ソフトウェア

事業 
ＧＡＫＵＥＮ

事業 
システム 
販売事業 

医療ビッグ
データ事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高              

１．外部顧客への売上高 5,786,094 1,337,079 994,835 492,968 8,610,978 － 8,610,978 

２．セグメント間の内部

売上高又は振替高 
27,867 1,763 25,163 － 54,794 △54,794 － 

計 5,813,961 1,338,843 1,019,998 492,968 8,665,772 △54,794 8,610,978 

セグメント利益 

又は損失（△） 
△89,580 189,895 109,454 △23,352 186,417 3,706 190,123 

 
 （注）１．調整額のセグメント利益又は損失は、セグメント間取引消去であります。

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 ソフトウェア事業において、のれん及び顧客関連資産について減損損失を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、前第２四半期連結累計期間において722,286千円であります。 

（のれんの金額の重要な変動）

 ソフトウェア事業において、のれんについて減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、前第２四半期連結累計期間において399,358千円であります。 

 前第１四半期連結会計期間に実施したAG NET PTE. LTD.を株式取得したことによる企業結合について、取得 

原価の配分が完了していなかったため、ソフトウェア事業におけるのれんの金額は暫定的に算出された金額で 

ありましたが、前連結会計年度末に取得原価の配分が完了し、暫定的な会計処理が確定したため、のれんの 

金額を修正しております。修正後の当該事象によるのれんの発生額は303,284千円であります。詳細につきま 

しては「注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020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：千円） 

 
ソフトウェア

事業 
ＧＡＫＵＥＮ

事業 
システム 
販売事業 

医療ビッグ
データ事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高              

１．外部顧客への売上高 5,543,152 1,266,745 698,260 534,233 8,042,391 － 8,042,391 

２．セグメント間の内部

売上高又は振替高 
29,392 7,942 485 － 37,820 △37,820 － 

計 5,572,544 1,274,687 698,745 534,233 8,080,212 △37,820 8,042,391 

セグメント利益 

又は損失（△） 
△192,164 174,494 68,395 △36,582 14,143 8,867 23,010 

 
 （注）１．調整額のセグメント利益又は損失は、セグメント間取引消去であります。

２．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

   ソフトウェア事業において、のれん、顧客関連資産、商標権及び技術関連資産について減損損失を計上して

おります。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において313,171千円であります。 

（のれんの金額の重要な変動）

 ソフトウェア事業において、のれんについて減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において196,790千円であります。 
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（企業結合等関係）

（比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し） 

 2019年５月31日に行われたAG NET PTE. LTD.との企業結合について、前第１四半期連結会計期間において暫定 

的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。 

 この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報に 

おいて取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映されており、取得時点（みなし取得日 2019年６月30日）に 

おいて、顧客関連資産に73,537千円、商標権に39,716千円、技術関連資産に70,507千円、繰延税金負債に31,239 

千円が配分された結果、暫定的に算定されたのれんの金額は455,805千円から152,521千円減少し、303,284千円 

となっております。 

 なお、同社株式のみなし取得日を2019年６月30日としており、かつ四半期連結決算日との差異が3ヶ月を超えない

ことから前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に与える影響はありません。

 

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

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

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △104円18銭 △57円71銭 

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純損失 

（△）（千円）
△552,893 △309,480

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四半期純

損失（△）（千円） 
△552,893 △309,480

普通株式の期中平均株式数（株） 5,307,255 5,362,306

（注）１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.第47期より「株式給付信託（BBT）」を導入しており、株主資本に自己株式として計上されている

    「株式給付信託（BBT）」に残存する当社株式は、１株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計

算において控除する自己株式に含めております（当第２四半期連結累計期間47,800株）。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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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  

 

2020年11月９日

日本システム技術株式会社 

 取締役会 御中 

 

有限責任監査法人トーマツ 

   大 阪 事 務 所 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 千﨑 育利   印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 藤川 賢    印 

 

         

 
監査人の結論 

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技

術株式会社の2020年４月１日から2021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（2020年７月１日から

2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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。 

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、日本システム技術株式会社及び連結子会社の2020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全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

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。 

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

 監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  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する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。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。 

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・  四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係 

 会社及び連結子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おりません。
 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年11月11日

【会社名】 日本システム技術株式会社

【英訳名】 Japan System Techniques Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  平林 武昭
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長平林武昭は、当社の第49期第２四半期（自2020年７月１日 至2020年９月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


