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株主の皆さまへ

代表取締役社長
メイテックグループ CEO

一社でも多くのお客さまに、一人でも多くのエンジニアに、 
メイテックグループを活用いただき、感動や喜びを実感できる 

「機会と場」の拡大を目指します。

　株主の皆さまには、平素より格別のご支援、ご高配を賜り、	
厚くお礼申し上げます。
　さて、第45期第2四半期（2017年4月1日～ 2017年9月
30日）が終了いたしましたので、ここに事業の状況をご報告	
させていただきます。
　なお、中間配当金につきましては、1株につき74円50銭と
させていただきました。
　株主の皆さまにおかれましては、	
従来にも増してご理解、ご支援
を賜りますようお願い申し上げ
ます。

2017年11月

メイテックグループの「目指すべき姿」

私たちメイテックグループは、 
全社員がつながり合い、エンジニア価値を起点として、 

5つの価値を持続的に向上させます。



詳細は、当社ウェブサイト「IR資料」掲載の2018年3月期「第2四半期決算」説明資料をご覧下さい。　http://www.meitec.co.jp/ir/document/information_session.html

連結の経営成績
　当第2四半期連結累計期間(6ヶ月間:2017年4月1日～
2017年9月30日)においては、当社の主要顧客である大手製
造業各社で、景況に左右されることなく次代を見据えた技術
開発投資を持続されていることから、堅調な受注環境の下、
稼働人員数は順調に増加しました。これは、今年4月の新卒
入社エンジニア社員521名(MT:308名、MF:213名)の客先
業務への配属が、順調に進められたことが主な要因です。
　その結果、連結売上高は、前期に実施した子会社のアポロ
技研売却により、第2四半期累計で約8億円の減収影響があっ
たものの、前年同期比17億56百万円(4.0%)増収の458億

「人と技術」でものづくりの核心を担うエンジニア集団であるというメイテックグループの本質を世の中に正しく伝えていくため、	
2017年4月にグループの呼称を定めました。

67百万円となりました。連結売上原価は、エンジニア社員の
増員による労務費の増加等を主因に前年同期比11億87百万
円(3.6%)増加の340億49百万円、連結販売費及び一般管
理費は、前年同期比1億96百万円(3.2%)増加の63億75
百万円となりました。連結営業利益は、前年同期比3億71
百万円(7.3%)増益の54億42百万円、連結経常利益は、前
年同期比3億72百万円(7.3%)増益の54億47百万円となり
ました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比
59百万円(1.7%)増益の35億26百万円となりました。

メイテックグループの本質を伝える呼称

決算のポイント

私たちは 「人と技術」 で ものづくりの核心を担う
エンジニア集団です

　エンジニアに豊かな「エンジニア人生」を提供し、

お客さまにとって欠かせない真の「ベストパートナー」を実現していく存在でありたい。

　今まで 「人と技術で次代を拓いてきた」私たちだからこそ、今、

そしてこれからもエンジニア採用市場 ・ 労働市場と設計 ・ 開発業務市場の

双方において、“核心”を担える集団であり続けます。



四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 四半期連結損益計算書 （単位：百万円）
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過去3期の第2四半期累計期間経営成績の推移

第43期 第44期 第45期

売上高
（単位：億円）

441.1
458.6

421.4

第43期 第44期 第45期

営業利益
（単位：億円）

54.4
50.7

47.4

第43期 第44期 第45期

親会社株主に帰属する
四半期純利益
（単位：億円）

34.6 35.2

37.9

科　目

当第2四半期 
連結会計期間

（2017年9月30日）

前連結会計年度	

（2017年3月31日）

資産の部
流動資産 55,645 54,742
　現金及び預金 38,425 37,259
　受取手形及び売掛金 13,354 13,400
　仕掛品 362 175
　その他 3,504 3,907
固定資産 11,743 11,634
　有形固定資産 5,498 5,552
　無形固定資産 1,063 1,126
　投資その他の資産 5,181 4,955
資産合計 67,389 66,377

負債の部
流動負債 14,119 14,662
　未払法人税等 1,851 2,335
　役員賞与引当金 93 206
　賞与引当金 6,731 6,608
　その他 5,443 5,511	
固定負債 14,133 13,860
　退職給付に係る負債 14,133 13,860
負債合計 28,252 28,523

純資産の部
株主資本 41,118 39,970
　資本金 5,000 5,000
　資本剰余金 11,955 11,955
　利益剰余金 29,387 28,236
　自己株式 △5,224 △5,220
その他の包括利益累計額合計 △1,984 △2,119
非支配株主持分 2 2
純資産合計 39,136 37,854
負債純資産合計 67,389 66,377

四半期連結財務諸表（要旨）

科　目

当第2四半期 
連結累計期間

自 2017年4月  1日 
至 2017年9月30日

前第2四半期	
連結累計期間
自	2016年4月		1日	
至	2016年9月30日	

売上高 45,867 44,111
　売上原価 34,049 32,861
売上総利益 11,817 11,249
　販売費及び一般管理費 6,375 6,178
営業利益 5,442 5,071
　営業外収益 9 11
　営業外費用 5 7
経常利益 5,447 5,074
　特別利益 － 2
　特別損失 60 3
税金等調整前四半期純利益 5,386 5,073
　法人税等 1,860 1,609
四半期純利益 3,526 3,464
　	非支配株主に帰属する	
四半期純損失（△） － △2

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,526 3,466

）（ ）（

詳細な財務情報をご希望の方は、当社ウェブサイト掲載の決算短信をご覧下さい。　http://www.meitec.co.jp/ir/document.html



証券コード	 9744
上場市場	 東京証券取引所　市場第一部
1単元の株式数	 100株
発行可能株式総数	 142,854,400株
発行済株式数	 30,000,000株
株主数	 5,062名
事業年度	 4月１日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日	 3月31日
中間配当金受領株主確定日	 9月30日
定時株主総会	 毎年6月
株主名簿管理人／	
特別口座の口座管理機関	 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	 〒137–8081
	 	 新東京郵便局私書箱第29号
	 	 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
	 	 TEL　0120-232-711（通話料無料）
上場証券取引所	 東京証券取引所
公告の方法	 電子公告による公告掲載
	 	 	http://www.meitec.co.jp/ir/stock_

information/financial_statement.html
	 	 	（ただし、電子公告によることができない事故、その他

やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞
に公告いたします。）

株式情報（2017年9月30日現在）

会社名	 株式会社メイテック
設立年月	 1974年7月
本社所在地	 東京本社
	 		 〒107–0052
	 		 東京都港区赤坂8丁目5番26号
	 		 住友不動産青山ビル西館
	 		 TEL		03-5413-2600
	 		 名古屋本店
	 		 〒451–0075	
	 		 愛知県名古屋市西区康生通2丁目20番地1
資本金	 50億円（2017年9月30日現在）
従業員数	 9,365名（連結）（2017年3月31日現在）
格付け	 	格付投資情報センター（R&I）　A–	

（2017年9月30日現在）

会社概要通期連結業績予想及び配当予想

通期連結業績予想 （2017年4月1日～ 2018年3月31日）
　2017年5月11日に公表した通期業績予想を下記の通り修
正いたします。

売上高 93,000百万円
営業利益 10,900百万円
経常利益 10,900百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 7,400百万円
1株当たり当期純利益 260.14円
詳細は当社ウェブサイトに掲載している決算説明資料をご参照下さい。

配当予想
　第2四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純
利益が期初公表予想を上回ったため、中期経営計画の利益配
分計画における配当性向60%に即して中間配当を74円50銭
（期初公表予想比＋9円）といたしました。期末配当予想は、通
期業績予想修正に伴い、中期経営計画の利益配分計画に即し
て1株当たり82円（期初公表予想比△50銭）へ修正いたします。

年間配当金の実績並びに予想

（基準日）
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

2017年
3月期 68円00銭 83円50銭 151円50銭

2018年
3月期 74円50銭 予想

82円00銭
予想

156円50銭

自己株式の取得予定
　中期経営計画の利益配分計画における総還元性向80%	
(配当性向60%、自己株式取得20%)程度に即し、15億円を
上限に自己株式を取得いたします。

※	 	総還元性向80%	=	(普通配当44.5億円+自己株式取得額15億円)÷親会社株主に帰属	
する当期純利益予想74億円

http://www.meitec.co.jp/ir
詳細は以下のURLをご参照下さい。


