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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39期

第３四半期
累計期間

第40期
第３四半期
累計期間

第39期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 10,876,655 11,696,359 15,081,738

経常利益 (千円) 496,567 486,602 897,205

四半期(当期)純利益 (千円) 313,150 467,446 592,742

持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△)

(千円) 96 △6,443 4,096

資本金 (千円) 2,905,422 2,905,422 2,905,422

発行済株式総数 (千株) 8,146 16,292 8,146

純資産額 (千円) 6,087,958 7,055,795 6,769,094

総資産額 (千円) 13,559,214 14,862,205 14,340,827

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 22.62 33.76 42.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 25.0

自己資本比率 (％) 44.9 47.5 47.2

回次
第39期

第３四半期
会計期間

第40期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 10.70 13.49

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 平成27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。そのため、第39期の期

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（当期）純利益を算定しております。

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39期の１株当たり配当額の内訳は、普通配当10円00銭及び特別配当15円00銭であります。

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

当第３四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第３四半期におけるわが国経済は、政府主導の経済政策の効果もあって、雇用・所得環境の改善や、企業収

益・設備投資の改善が続く中で、緩やかな回復基調に向かうことが期待されております。

　しかし、原油安や中国を始めとするアジア新興国等の経済の先行き懸念などに伴う影響により、わが国の景気が

下押しされるリスクも懸念されており、不透明な状況が強まってきております。

情報サービス業界におきましては、マイナンバー対応やＩｏＴなどの動きを背景に、情報システムに関する投資

意欲は回復傾向が継続し堅調に推移しているものの、人材不足という状況が続いております。

このような状況の中、当社は、「公共関連事業」・「民間関連事業」・「セキュリティ機器関連事業」の３報告セグ

メントそれぞれで事業環境・得意分野が異なることを念頭に置いた上で、人材育成・採用の強化、取引深耕、新規

事業・自社製品の創出、そして組織間の連携強化による強い組織の構築を経営方針に掲げ、事業活動を推進してお

ります。

　また、当社は平成27年５月25日に東京証券取引所市場第二部への市場変更を果たし、更なる企業価値の向上にも

努めております。

これらの結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高11,696百万円と前年同四半期と比べ819百万円

（7.54％）の増収となりました。また利益面では、営業利益499百万円（前年同四半期は営業利益535百万円）、経常

利益486百万円（前年同四半期は経常利益496百万円）、四半期純利益467百万円（前年同四半期は四半期純利益313

百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（公共関連事業）

最終ユーザーが官公庁及び地方自治体向けであり、財務システム、貿易システム、航空管制システム、医療福

祉システム、社会保障システム等、社会インフラ基盤のシステム実現に向けた提案作業、基盤構築、基本検討、

設計、開発、試験からシステム稼動後の運用管理、保守に至るまでトータルソリューションの技術支援を行って

おります。

当第３四半期累計期間は、売上高4,026百万円と前年同四半期と比べ217百万円（5.7％）の増収となりました。

またセグメント利益は、538百万円と前年同四半期と比べ33百万円（5.8％）の減益となりました。
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（民間関連事業）

最終ユーザーが主に一般民間企業向けであり、個別ニーズに合わせた、各種アプリケーションシステムの開

発、通信制御分野における各種開発、ハードウェア周り・ネットワーク・ＯＳ・ミドルウェアなどのインフラ構

築、またシステムの運用保守や技術支援サービスを行っております。

当第３四半期累計期間は、売上高7,086百万円と前年同四半期と比べ756百万円（11.9％）の増収となりまし

た。またセグメント利益は、788百万円と前年同四半期と比べ64百万円（8.8％）の増益となりました。

（セキュリティ機器関連事業）

健全なＩＴ社会構築に貢献する技術の提供を目標に、デジタル・フォレンジック、暗号技術、電子透かしなど

実効性のあるセキュリティソリューションの提供を中心に、視覚化・最適化ソリューション等の提供も行ってお

ります。特にデジタル・フォレンジック技術の社会的ニーズが増えており、官公庁や大手民間企業等にも専門担

当が増えてきております。

当第３四半期累計期間は、売上高582百万円と前年同四半期と比べ153百万円（20.9％）の減収となりました。

またセグメント利益は、102百万円と前年同四半期と比べ7百万円（7.5％）増益となりました。

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

なお、当社は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を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

株式会社の支配に関する基本方針

当社では、以下の経営方針を理解し指示する者が、「財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが

望ましいと考えております。

（経営方針）

当社は、社員の一体感を高め、社員全体が一丸となってパワーを発揮できる組織とし、未来のために貢献で

きる会社を目指したいとの思いの下、「社員すべてが心と力を合わせ、企業の発展と成長を通じて、未来のよ

り良い環境作りに貢献する」を経営理念とし、以下の３つの責任を果たしていきます。

１．個人責任

人間性と技術力を磨き、最高のサービスをお客様に提供します。

２．企業責任

社員相互が信頼し合い、安心かつ働きがいのある会社を作ります。

３．社会責任

お客様、投資家、株主から信頼され、社会から必要とされる会社を作ります。

（3）研究開発活動

該当事項はありません。
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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 36,000,000

計 36,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月８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 16,292,942 16,292,942
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数 100株
株主としての権利内容に制限の
ない標準となる株式

計 16,292,942 16,292,942 ― ―

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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27年10月1日（注） 8,146 16,292 ― 2,905,422 ― 749,999

　（注） 株式分割（1：2）によるものであります。

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成27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)
（自己保有株式）

普通株式 1,223,100
―

単元株式数 100株
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,922,100 69,221 同上

単元未満株式 普通株式 1,271 ― 同上

発行済株式総数 8,146,471 ― ―

総株主の議決権 ― 69,221 ―

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が、3,100株（議決権31

個）含まれております。

２ 「単元未満株式」の欄の普通株式は当社保有の自己株式68株が含まれております。

３ 平成27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が、記載数値には当該株

式分割を反映しておりません。

② 【自己株式等】

平成27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(％)

(自己保有株式)
株式会社フォーカスシス
テムズ

東京都品川区東五反田二
丁目７番８号

1,223,100 ― 1,223,100 15.01

計 ― 1,223,100 ― 1,223,100 15.01

(注) 平成27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が、記載数値には当該株式

分割を反映しておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号。

以下「四半期財務諸表等規則」という。)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３四半期会計期間(平成27年10月１日から平成27年

12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、ＰｗＣあらた監査法人により四半期レビューを受けております。なお、従来、当社が監査証明を受けているあら

た監査法人は、平成27年７月１日に名称を変更し、ＰｗＣあらた監査法人となりました。

３．四半期連結財務諸表について

「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）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【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27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,417,825 3,990,604

受取手形及び売掛金 3,168,917 3,163,377

商品及び製品 64,590 60,229

仕掛品 17,869 165,176

繰延税金資産 163,550 163,550

その他 64,581 75,164

流動資産合計 6,897,335 7,618,101

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,259,449 1,132,026

減価償却累計額 △884,429 △842,290

建物及び構築物（純額） 375,019 289,735

土地 3,287,792 3,110,792

その他 354,009 352,310

減価償却累計額 △269,715 △288,352

その他（純額） 84,293 63,957

有形固定資産合計 3,747,106 3,464,485

無形固定資産

ソフトウエア 16,710 161,832

ソフトウエア仮勘定 163,511 56,704

その他 8,533 7,248

無形固定資産合計 188,756 225,784

投資その他の資産

投資有価証券 3,032,646 3,036,208

長期貸付金 44,598 39,140

その他 473,884 517,485

貸倒引当金 △43,500 △39,000

投資その他の資産合計 3,507,629 3,553,833

固定資産合計 7,443,491 7,244,104

資産合計 14,340,827 14,862,205
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 744,205 759,668

1年内償還予定の社債 299,000 459,000

短期借入金 491,790 424,000

1年内返済予定の長期借入金 1,181,431 1,077,725

未払法人税等 160,749 118,402

賞与引当金 366,743 143,112

役員賞与引当金 60,000 45,000

その他 837,886 886,393

流動負債合計 4,141,807 3,913,301

固定負債

社債 965,000 1,418,000

長期借入金 1,385,716 1,395,686

繰延税金負債 916,305 908,202

役員退職慰労引当金 162,904 171,220

固定負債合計 3,429,925 3,893,108

負債合計 7,571,733 7,806,410

純資産の部

株主資本

資本金 2,905,422 2,905,422

資本剰余金 1,468,471 1,468,471

利益剰余金 1,173,570 1,467,933

自己株式 △706,440 △706,490

株主資本合計 4,841,023 5,135,336

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,928,070 1,920,459

評価・換算差額等合計 1,928,070 1,920,459

純資産合計 6,769,094 7,055,795

負債純資産合計 14,340,827 14,862,205
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(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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第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)

売上高 10,876,655 11,696,359

売上原価 9,483,857 10,265,640

売上総利益 1,392,798 1,430,718

販売費及び一般管理費 857,017 931,706

営業利益 535,780 499,011

営業外収益

受取利息及び配当金 4,041 13,839

受取家賃 17,381 17,502

貸倒引当金戻入額 7,400 4,500

その他 6,919 10,705

営業外収益合計 35,741 46,546

営業外費用

支払利息 49,063 41,806

貸与資産減価償却費 4,838 4,578

社債発行費 15,521 10,814

その他 5,531 1,756

営業外費用合計 74,954 58,956

経常利益 496,567 486,602

特別利益

固定資産売却益 - 26,883

投資有価証券売却益 - 208,605

補助金収入 22,402 -

特別利益合計 22,402 235,488

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,050 1,185

訴訟損失引当金繰入額 14,095 -

特別損失合計 15,145 1,185

税引前四半期純利益 503,823 720,906

法人税等 190,673 253,459

四半期純利益 313,150 467,446
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第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)

税金費用の計算 当事業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る方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果と

なる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第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)

減価償却費 62,518千円 82,728千円

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 138,468 20.0 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

当第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)

１．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 173,083 25.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

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）

四半期損益
計算書計上額
（注２）公共関連事業 民間関連事業

セキュリティ
機器関連事業

売上高

外部顧客への売上高 3,809,436 6,330,789 736,429 10,876,655 ― 10,876,655

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,809,436 6,330,789 736,429 10,876,655 ― 10,876,655

セグメント利益 571,884 724,683 94,943 1,391,512 △855,731 535,780

(注) １ セグメント利益の調整額△855,731千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）であ

ります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第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)

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）

四半期損益
計算書計上額
（注２）公共関連事業 民間関連事業

セキュリティ
機器関連事業

売上高

外部顧客への売上高 4,026,766 7,086,848 582,744 11,696,359 ― 11,696,359

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,026,766 7,086,848 582,744 11,696,359 ― 11,696,359

セグメント利益 538,594 788,754 102,083 1,429,432 △930,421 499,011

(注) １ セグメント利益の調整額△930,421千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）であ

ります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(金融商品関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

(有価証券関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(持分法損益等)

関連会社に関する事項

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成27年12月31日)

関係会社に対する投資の金額 10,000千円 10,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 30,438千円 23,994千円

前第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第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)

持分法を適用した場合の投資利益
又は損失（△）の金額

96千円 △6,443千円

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間

(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第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)

１株当たり四半期純利益 22.62円 33.76円

（算定上の基礎）

四半期純利益(千円) 313,150 467,446

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 313,150 467,446

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,846 13,846

(注)１．平成27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。そのため、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．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。

(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

平成28年２月８日

株式会社フォーカスシステムズ

取 締 役 会 御 中

Ｐ ｗ Ｃ あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 真 美

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 正 英

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フォー

カスシステムズの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第40期事業年度の第３四半期会計期間（平成27年10月

１日から平成27年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォーカスシステムズの平成27年12月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績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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