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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43期

第２四半期
連結累計期間

第44期
第２四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 4,293,665 4,896,633 9,396,638

経常利益 (千円) 294,127 181,647 537,582

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益

(千円) 215,926 124,901 352,852

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 215,118 179,294 274,287

純資産額 (千円) 2,346,064 2,432,137 2,353,672

総資産額 (千円) 4,157,804 4,486,885 4,748,414

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 25.21 14.86 41.35

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.4 54.2 49.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 402,725 401,318 211,940

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △702,522 △22,594 △919,616

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △49,759 △300,829 198,740

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

（千円） 739,444 657,958 580,064
 

 

回次
第43期

第２四半期
連結会計期間

第44期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 15.01 13.33
 

 

(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。

 

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（当社及び当社の関係会社）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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。

 

２ 【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。

 

３ 【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が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、中国経済、新興国経済の減速や英国のEU離脱問題等による金

融市場の不安定な動きの影響をうけ、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス業界は、政府の成長戦略を受けた「ＩｏＴ」や「ビッグデータ活用」等のＩ

Ｔ技術のビジネス領域への積極活用や、ＡＩ、フィンテックへの期待が盛り上がるなか、高度技術を保有するＩＴ

技術者不足の影響で厳しい競争が続いております。

このような状況の中、当社グループは、中期経営計画「Innovation Fast 2017」の推進方針として、継承すべき

事項と変革すべき事項を明確化し、中核ビジネスであるシステム開発の安定拡大、さらには新サービスの創生と伸

長を図り、Nextステージに向かって成長して参ります。

当第２四半期連結累計期間では、クレジット向け案件が好調に推移したことと子会社の寄与により売上高は、

4,896百万円（前年同期比14.0％増）と増加したものの、移転した新社屋の家賃等の増加及び、一部で不採算案件が

発生したことにより、営業利益172百万円（前年同期比38.5％減）、経常利益181百万円（前年同期比38.2％減）、

親会社株主に帰属する四半期純利益124百万円（前年同期比42.2％減）と減少することとなりました。

 
(2)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末と

比較して77百万円増加して、657百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動の結果得られた資金は、401百万円(前年同期比 0.3％減)となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益 181百万円、売上債権の減少 403百万円等による資金の増加があったことに対し、仕入債務の減少

83百万円、たな卸資産の増加 63百万円、法人税等の支払 84百万円等による資金の減少があったことによるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、22百万円(前年同期比 96.8％減)となりました。これは主に、敷金保証金の

払戻し 64百万円による資金の増加があったことに対し、資産除去債務の履行による支出 34百万円、投資有価証

券の取得による支出 22百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 12百万円等による資金の減少

があっ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）

財務活動の結果使用した資金は、300百万円(前年同期比 504.6％増)となりました。これは、短期借入金の返

済による支出 200百万円、配当金の支払額 100百万円による資金の減少があったことによるものであります。　

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(4) 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、５百万円となっております。

具体的な活動は以下のとおりです。

・当社の勤怠管理ソリューション「CC-BizMate」と連動し一体管理できる人事情報システムの開発。

・マイクロソフト社の「Skype for Business」を補完するアプリケーションである当社の「CC-Smartシリーズ」

　において、受付アプリケーションでの多言語化対応及び会議室予約アプリケーションでの予約利用状況ログ出

　力ができるよう機能強化。
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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 35,800,000

計 35,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28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 9,210,960 9,210,960
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数100株

計 9,210,960 9,210,960 ― ―
 

 

 

(2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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)

平成28年７月１日～
平成28年９月30日

― 9,210,960 ― 459,237 ― 61,191
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

クロスキャット社員持株会
東京都港区港南１丁目２-70
㈱クロスキャット

763 8.28

佐藤　順子 東京都多摩市 738 8.01

尾野  貴子 神奈川県川崎市麻生区 643 6.98

牛島  豊 東京都中央区 444 4.82

小野田　亜紀 東京都多摩市 362 3.93

磯田　晶子 神奈川県川崎市麻生区 275 2.98

大久保 尚子 神奈川県川崎市麻生区 275 2.98

田崎 冬子 石川県金沢市 270 2.93

並木  豊 埼玉県越谷市 267 2.89

明治安田生命保険相互会社
（常任代理人　資産管理サービ
ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２－１－１
（東京都中央区晴海1-8-12　晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟）

240 2.60

計 ― 4,277 46.44
 

 

(注) 上記のほか、自己株式が808千株あります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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

808,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

8,401,500
84,015 ―

単元未満株式
普通株式

1,060
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 9,210,960 ― ―

総株主の議決権 ― 84,015 ―
 

 

（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、自己株式94株が含まれております。   
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② 【自己株式等】

  平成28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(％)

株式会社クロスキャット
東京都港区港南一丁目
２番70号

808,400 ― 808,400 8.77

計 ― 808,400 ― 808,400 8.77
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 580,064 657,958

  受取手形及び売掛金 2,502,950 2,099,830

  仕掛品 138,911 202,269

  繰延税金資産 81,508 87,440

  その他 45,209 57,387

  貸倒引当金 △2,496 △2,066

  流動資産合計 3,346,148 3,102,820

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 324,743 327,981

    減価償却累計額 △92,685 △104,622

    建物及び構築物（純額） 232,058 223,358

   工具、器具及び備品 190,604 195,093

    減価償却累計額 △59,842 △77,757

    工具、器具及び備品（純額） 130,762 117,336

   土地 32,998 32,998

   その他 9,691 9,691

    減価償却累計額 △6,914 △7,523

    その他（純額） 2,776 2,168

   有形固定資産合計 398,595 375,861

  無形固定資産   

   のれん 209,565 192,800

   ソフトウエア 58,399 64,102

   その他 2,952 2,943

   無形固定資産合計 270,917 259,846

  投資その他の資産   

   投資有価証券 308,957 401,617

   繰延税金資産 109,572 87,543

   敷金及び保証金 278,745 223,756

   その他 35,478 35,440

   投資その他の資産合計 732,752 748,357

  固定資産合計 1,402,266 1,384,065

 資産合計 4,748,414 4,486,885
 

 

EDINET提出書類

株式会社クロスキャット(E05291)

四半期報告書

 9/19



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 487,285 403,907

  短期借入金 600,000 400,000

  未払法人税等 97,602 82,231

  賞与引当金 225,315 240,920

  受注損失引当金 - 5,300

  その他 484,650 395,129

  流動負債合計 1,894,853 1,527,488

 固定負債   

  退職給付に係る負債 391,103 409,716

  資産除去債務 84,815 87,173

  繰延税金負債 2,969 3,064

  その他 21,000 27,305

  固定負債合計 499,888 527,259

 負債合計 2,394,741 2,054,748

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 459,237 459,237

  資本剰余金 61,191 61,191

  利益剰余金 2,065,307 2,089,379

  自己株式 △235,063 △235,063

  株主資本合計 2,350,671 2,374,743

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,119 82,882

  退職給付に係る調整累計額 △31,118 △25,488

  その他の包括利益累計額合計 3,000 57,393

 純資産合計 2,353,672 2,432,137

負債純資産合計 4,748,414 4,486,885
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 4,293,665 4,896,633

売上原価 3,383,366 4,010,315

売上総利益 910,299 886,317

販売費及び一般管理費 ※  630,064 ※  713,871

営業利益 280,235 172,446

営業外収益   

 受取利息 103 3

 受取配当金 4,097 5,672

 保険配当金 5,964 -

 その他 4,499 4,141

 営業外収益合計 14,665 9,818

営業外費用   

 支払利息 647 617

 支払手数料 124 -

 営業外費用合計 772 617

経常利益 294,127 181,647

特別損失   

 固定資産除却損 514 -

 会員権売却損 - 350

 特別損失合計 514 350

税金等調整前四半期純利益 293,613 181,297

法人税、住民税及び事業税 118,168 64,454

法人税等調整額 △40,481 △8,058

法人税等合計 77,687 56,395

四半期純利益 215,926 124,901

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 215,926 124,901
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 215,926 124,901

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △1,911 48,762

 退職給付に係る調整額 1,104 5,630

 その他の包括利益合計 △807 54,392

四半期包括利益 215,118 179,294

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 215,118 179,294

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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利益 293,613 181,297

 減価償却費 62,021 50,692

 のれん償却額 8,382 16,765

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △210 △430

 賞与引当金の増減額（△は減少） 42,255 15,605

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,019 18,613

 受注損失引当金の増減額（△は減少） - 5,300

 受取利息及び受取配当金 △4,201 △5,676

 支払利息 647 617

 売上債権の増減額（△は増加） 359,644 403,120

 たな卸資産の増減額（△は増加） △123,515 △63,357

 仕入債務の増減額（△は減少） 23,274 △83,377

 その他 △130,023 △58,472

 小計 537,909 480,697

 利息及び配当金の受取額 4,201 5,676

 利息の支払額 △536 △565

 法人税等の支払額 △138,848 △84,489

 営業活動によるキャッシュ・フロー 402,725 401,318

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 △33,364 △9,153

 資産除去債務の履行による支出 - △34,100

 無形固定資産の取得による支出 △31,884 △12,197

 投資有価証券の取得による支出 △90,001 △22,132

 敷金及び保証金の差入による支出 △175,836 △9,904

 敷金及び保証金の回収による収入 388 64,892

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△371,822 -

 投資活動によるキャッシュ・フロー △702,522 △22,594

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） 100,000 △200,000

 自己株式の取得による支出 △46,350 -

 配当金の支払額 △103,409 △100,829

 財務活動によるキャッシュ・フロー △49,759 △300,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349,556 77,894

現金及び現金同等物の期首残高 1,089,000 580,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  739,444 ※  657,958
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（会計方針の変更）

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１四半期連結会計期間に適用し、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。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微

であります。　

 
(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）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。　

 
(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結損益計算書関係)

※　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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日）

給料手当 211,084千円 255,389千円

役員報酬 77,400 90,453 

賞与引当金繰入額 30,866 28,566 

退職給付費用 6,923 8,267 

減価償却費 34,425 9,139 
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 739,444千円 657,958千円

現金及び現金同等物 739,444千円 657,958千円
 

 

(株主資本等関係)

 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 103,409 12 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 100,829 12 平成28年３月31日 平成28年６月30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】

   前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

当社グループは、情報サービス事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため記載を省略しておりま

す。

 

   当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

当社グループは、情報サービス事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため記載を省略しておりま

す。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 25円21銭 14円86銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 215,926 124,901

 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
　四半期純利益金額(千円)

215,926 124,901

 普通株式の期中平均株式数(千株) 8,566 8,402
 

 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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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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
 

平成28年11月10日

株式会社クロスキャット

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   中　 井　 新 太 郎   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   森　　田   浩　　之   印

 

 

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」に掲げられている株式会社クロス

キャットの平成28年４月１日から平成29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(平成28年７月１日か

ら平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

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。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。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。

四半期レビューにおいては、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して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

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。

 

監査人の結論

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、株式会社クロスキャット及び連結子会社の平成28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すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

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いません。
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