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（百万円未満切捨て）

1. 平成29年3月期第3四半期の業績（平成28年4月1日～平成28年12月31日）

(1) 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 ％

29年3月期第3四半期 3,131 △3.2 284 △32.6 302 △30.6 208 △28.0
28年3月期第3四半期 3,232 9.6 421 18.0 436 10.4 289 14.4

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

29年3月期第3四半期 40.71 ―
28年3月期第3四半期 56.53 ―

※平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり
四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態
総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 5,783 5,013 86.7
28年3月期 5,939 4,919 82.8
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 5,013百万円 28年3月期 4,919百万円

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

28年3月期 ― 0.00 ― 52.00 52.00
29年3月期 ― 0.00 ―
29年3月期（予想） 26.00 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。平成29年3月期(予想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株
式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載しております。

3. 平成29年 3月期の業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 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 4,340 △6.0 420 △34.5 440 △33.4 300 △32.8 58.60

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
業績予想の修正については、本日(平成29年２月８日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

※平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施したため、通期の業績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分
割を考慮した金額を記載しております。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 有
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
(注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項　（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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3月期3Q 5,120,000 株 28年3月期 5,120,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 510 株 28年3月期 510 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 5,119,490 株 28年3月期3Q 5,119,490 株
※平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末
発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※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ますが、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※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、添付資料P.3「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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３四半期累計期間における我が国情報サービス業の業況は、経済産業省「特定サービス産業動態統計」によ

ると、平成28年７月までは月別売上高が前年同月比で増加、減少を繰り返しておりましたが、平成28年８月以降は

増加で推移しており、ＩＴ需要は全体的に堅調と推察されます。当社事業分野では、官公庁案件をはじめとした社

会基盤システム分野や車両自動走行を中心とした宇宙先端分野の需要環境は好調でした。 

こうした傾向の中、当社は、重点テーマであります「既存の分野で業績を支え、成長分野に投資して継続的な成

長を目指す」を実践しましたが、社会基盤システム分野の放送案件で不採算プロジェクトが発生し、その影響によ

り減収減益となりました。

ビジネスフィールド（以下、ビジネスフィールドをＢＦと省略）別には、モバイルネットワークＢＦは、移動体

通信事業者向けのサービス系の開発、モバイル決済端末や車載情報システムの開発は増加しましたが、モバイル放

送案件の開発が減少し、売上高は983百万円（前年同期比6.5％減）となりました。インターネットＢＦは、化学

メーカ向けの大型案件の開発が前期で完了したため、売上高は635百万円（同18.4％減）となりました。社会基盤

システムＢＦは、官公庁案件は堅調でしたが、医療分野の開発が減少し、売上高は929百万円（同3.7％減）となり

ました。宇宙先端システムＢＦは、車両自動走行の研究案件の開発が増加し、売上高は583百万円（同33.1％増）

となりました。

この結果、全社売上高に占める割合では、宇宙先端システムＢＦが上昇し、その他ＢＦが低下しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高3,131百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益284百万円

（同32.6％減）、経常利益302百万円（同30.6％減）、四半期純利益208百万円（同28.0％減）となりました。

ビジネスフィールド（ＢＦ）別売上高

ビジネスフィールド

前第３四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

モバイルネットワーク 1,051,335 32.5 983,222 31.4

インターネット 778,698 24.1 635,354 20.3

社会基盤システム 964,576 29.8 929,097 29.7

宇宙先端システム 438,330 13.6 583,349 18.6

計 3,232,940 100.0 3,131,023 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

ビジネスフィールド（ＢＦ）別受注状況

ビジネスフィールド 受注高 （千円） 前年同期比（％） 受注残高 （千円） 前年同期比 （％）

モバイルネットワーク 897,528 71.9 272,525 69.1

インターネット 570,657 66.8 147,983 57.5

社会基盤システム 1,063,062 115.3 604,094 104.7

宇宙先端システム 651,786 156.4 224,406 140.0

計 3,183,034 92.5 1,249,009 89.9

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

第１四半期会計期間よりモバイルネットワークＢＦとワイヤレスＢＦを統合し、名称をモバイルネットワークＢ

Ｆとしております。また、ソリューションビジネスは売上高が少額であることから各ＢＦに含めております。なお

前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のＢＦに組み替えた数値で比較しております。

㈱セック(3741)　平成29年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

- 2 -



（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ155百万円減少し、5,783百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金の減少450百万円、現金及び預金の増加293百万円などによる流動資産の減少199百万円によるも

のであります。

負債は、前事業年度末に比べ249百万円減少し、769百万円となりました。これは主に、買掛金の減少165百万

円、賞与引当金の減少123百万円、短期借入金の増加123百万円、未払法人税等の減少120百万円などによる流動負

債の減少265百万円によるものであります。

純資産は、四半期純利益による増加、配当金支払いによる減少などの結果、前事業年度末に比べ94百万円増加

し、5,013百万円となりました。自己資本比率は前事業年度末の82.8%から86.7%となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、本日（平成29年２月８日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

（２）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）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期累計期間において、損益に与える影響はありません。

（３）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「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）を第１

四半期会計期間から適用しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,574,413 2,867,471

受取手形及び売掛金 1,822,990 1,372,261

その他 133,650 91,645

流動資産合計 4,531,053 4,331,378

固定資産

有形固定資産 52,432 45,752

無形固定資産 13,110 17,798

投資その他の資産

投資有価証券 748,068 776,482

その他 594,645 612,308

投資その他の資産合計 1,342,713 1,388,791

固定資産合計 1,408,256 1,452,342

資産合計 5,939,310 5,783,721

負債の部

流動負債

買掛金 274,468 108,764

短期借入金 36,000 159,000

未払法人税等 133,265 13,138

賞与引当金 225,000 102,000

役員賞与引当金 5,620 －

その他 219,643 245,259

流動負債合計 893,997 628,161

固定負債

役員退職慰労引当金 77,334 80,646

資産除去債務 13,382 13,516

その他 34,688 47,423

固定負債合計 125,405 141,587

負債合計 1,019,403 769,749

純資産の部

株主資本

資本金 477,300 477,300

資本剰余金 587,341 587,341

利益剰余金 3,865,287 3,940,618

自己株式 △293 △293

株主資本合計 4,929,635 5,004,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,728 9,005

評価・換算差額等合計 △9,728 9,005

純資産合計 4,919,907 5,013,972

負債純資産合計 5,939,310 5,783,721

㈱セック(3741)　平成29年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

- 4 -



（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 3,232,940 3,131,023

売上原価 2,409,437 2,325,948

売上総利益 823,503 805,075

販売費及び一般管理費 401,521 520,457

営業利益 421,982 284,617

営業外収益

受取利息 4,367 4,181

受取配当金 896 921

不動産賃貸料 3,397 3,151

受取出向料 6,528 10,639

その他 848 1,038

営業外収益合計 16,038 19,932

営業外費用

支払利息 630 560

不動産賃貸費用 1,013 1,007

その他 － 3

営業外費用合計 1,644 1,571

経常利益 436,376 302,978

税引前四半期純利益 436,376 302,978

法人税、住民税及び事業税 91,971 44,200

法人税等調整額 54,983 50,340

法人税等合計 146,955 94,540

四半期純利益 289,420 208,437
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（３）四半期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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