
豊かなカーライフを支援する
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第9期中間 ビジネスレポート
（2017年1月1日から2017年6月30日まで）

証券コード：3673

2017年12月期

 2017年7月25日付けで株式会社タジマの買収・完全子会社化が
完了したこと等を踏まえ、通期予想を上方修正しました。

当社は、中長期的VISIONに「考える つながる 広がる
-FIELD FOR OUR FUTURE -」を掲げ、お客様の事業創造
に貢献するビジネスに取り組み、お客様と共に成長しな
がら中長期的な成長による企業価値の向上を目指します。
顧客基盤の拡大と収益構造の転換を目指し、業務アプ

リケーション「．NSシリーズ」やタブレット型業務支援
ツール「CarpodTab」の顧客数増加を進めています。ま
た、自動車部品の電子受発注サービス「BLパーツオー
ダーシステム」の業界標準化と、自動車補修部品ECサイ
ト「部品MAX」の運営強化に向けた施策を強化していま
す。これらと並行し、自動車関連データベースの拡充や
データ分析サービスの開発等、顧客にとって付加価値の
高いサービスを提供していくための取り組みを推進し
ています。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上収益

は79億26百万円（前年同期比2.9％減）となりました。
損益の状況につきましては、売上収益の減少、販売費及
び一般管理費の増加及びその他の営業収益の減少等に
ともない、営業利益9億18百万円（前年同期比36.3％
減）、税引前四半期利益9億6百万円（前年同期比36.7％
減）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は5億59
百万円（前年同期比39.7％減）となりました。

代表取締役社長

大山　堅司

社長メッセージ

当第２四半期連結累計期間の概況 通期の見通しについて

注1　2016年度以前は、2016年12月17日効力発生の株式分割(1:2)調整後の金額
注2　2017年度の期末配当金は予想値
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（円）

配当性向

配当金
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2017年7月25日付けで、当社と競合関係にありまし
た、株式会社タジマの株式取得が完了したことなどを踏
まえ、通期業績予想を修正いたしました。
その結果、2017年12月期通期連結業績予想を売上収
益178億円（前回発表予想170億円）、営業利益21億円
（同20億円）、税引前利益20.5億円（同19.6億円）、親会
社の所有者に帰属する当期利益12.4億円（同12.3億円）
といたしております。
2017年度の中間配当金は、当初の予想どおり1株当

たり11.00円とさせて頂きました。なお、2016年度中間
配当金に対し、実質的な増配となっております。
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営業利益率
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営業利益（ 中間期 通期）
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財務ハイライト

2016年度
中間期

2017年度
中間期

2016年度
通期

2017年度
通期（予想）

売上収益（百万円） 8,164 7,926 16,760 17,800

　システム販売 5,266 4,889 10,894 11,300

　システムサポート 633 612 1,243 1,250

　ネットワークサービス 2,265 2,425 4,623 5,250

営業利益（百万円） 1,442 918 2,953 2,100

　営業利益率 17.7% 11.6% 17.6% 11.8%

税引前四半期利益（百万円） 1,432 906 2,921 2,050

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 927 559 1,876 1,240

　親会社の所有者に帰属する四半期利益率 11.4% 7.1% 11.2% 7.0%

資産合計（百万円） - 24,285 25,322 -

負債合計（百万円） - 5,641 6,163 -

資本合計（百万円） - 18,644 19,159 -

　親会社所有者帰属持分比率 - 76.8% 75.7% -

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1,887 562 3,142 -

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） -531 -464 -684 -

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） -996 -1,424 -3,323 -

現金・現金同等物四半期末（期末）残高（百万円） 8,963 6,407 7,738 -

基本的１株当たり四半期末利益（EPS） 19.17円 12.62円 39.47円 28.00円

１株当たり親会社所有者持分（BPS） - - 425.67円 -

１株当たり配当金額 中間8.75円 中間11.00円 年間21.25円
（期末12.50円）

年間22.00円
（期末11.00円）

連結従業員数（人） - - 772人 -

注1　表示未満の数値を四捨五入にて換算表記しています。
注2　2016年12月期有価証券報告書提出時点より国際会計基準（IFRS）の導入を開始いたしました。
注3　 2016年度において株式分割（1：2）を行いましたが、2016年度の期首に当該株式分割が実施されたと仮定し、基本的1株当たり当期利益（EPS）および　
　1株当たり親会社所有者持分（BPS）、1株当たり配当金額を算定しています。
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Pick Up

文 化 支 援

当社ホームページではIRに関する各種情報やご案内、決算説明会の動画などを
配信しています。詳細な情報をご希望の方はぜひアクセスしてください。

https://www.broadleaf.co.jp/ir

いのちのミュージカル
「マリアと緑のプリンセス」に今年も特別協賛
当社は、2017年8月から東京と大阪で上演される、いのちのミュージカル

「マリアと緑のプリンセス」に今年も特別協賛いたしました。
「マリアと緑のプリンセス」は、2015年の初演から今年で3年目を迎え
ます。いのちの大切さ、夢を持つことの大切さ、挫折や友情といった、健や
かな心を育む上で大切なことを、ミュージカルを通して子どもたちに伝
えたい。その想いから特別に書き下ろされた感動の舞台です。

IRサイトのご案内

当社の新規事業、新サービスの創出プログラムの一環として、MR（Mixed 
Reality：複合現実）、AI（Artifical Intelligence：人工知能）などを中心にオー
プンイノベーションの推進を担う目的で2017年3月に設立しました。
同年5月には、MR専門工房「co-factory × HoloDive」を渋谷にオープ
ン。国内研究機関や大学、クリエイターなど、多様な外部パートナーとの
交流を通じて、集積される情報、アイデアからオープンイノベーションを
推進し、新しいライフスタイル創出や社会課題の解決に向け、日々ワーク
ショップやイベントといった様々な取り組みを行っています。

オープンイノベーションを推進する
研究子会社「株式会社SpiralMind」設立

先端技術と利用者の心が融合した未来のライフスタイル創出へ

2017年

3月

当社は、自動車アフターマーケット向け業務アプリケーションの開発・
販売分野で競合関係にありました株式会社タジマの買収。完全子会社化
が2017年7月25日付けで完了いたしました。
今回、小規模事業者を得意とする株式会社タジマの買収は、既存事業の

顧客層・売上拡大に寄与するだけでなく、中長期的には、当社が推進する
部品流通やEC、データサービスの顧客層の拡大につながり、売上面でシナジーが期待されます。また、利益面でも、
グループ機能を効率化することで、コストシナジーを追求し、企業価値の更なる向上に努めます。

国内で当社に次ぐ事業規模の
株式会社タジマを買収・完全子会社化

2017年

7月
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株式会社ブロードリーフ
〒140-0002
東京都品川区東品川4-13-14　グラスキューブ品川8F

https://www.broadleaf.co.jp/
この冊子は、適切に管理された森林で生産された木材を原料に含む「FSC®認証紙」および、
印刷用インキに含まれる石油系溶剤の一部を植物油に替えた「植物油インキ」を使用し、
印刷工程において水を全く使用しない「水なし印刷」で印刷しています。

当社のマスコットキャラクター、葉っぱの妖精「アースリーフ」と「ライトリーフ」
が、『ゆるキャラ®グランプリ2017』にエントリーしました。これから先の未来、
そして社会がより豊かになるために、当社が取り組む活動をサポートする「アー
スリーフ＆ライトリーフ」への皆様からの投票をお待ちしております。
投票はゆるキャラ®グランプリ2017オフィシャルWEBサイト（http://www.

yurugp.jp/）から投票してください。（投票終了2017年11月10日（金）18時まで）

ブロードリーフのマスコットキャラクター「アースリーフ＆ライトリーフ」が
『ゆるキャラ®グランプリ2017 企業・その他部門』に出場

名　称 株式会社ブロードリーフ

創　業 2005年12月

設　立 2009年9月

上　場 2013年3月
 東京証券取引所第一部（コード：3673）

資本金 7,147百万円

役　員 代表取締役社長 　　　　　　　大　山　堅　司
 取締役副社長 　　　　　　　　山　中　健　一
 社外取締役 独立役員　　　　　鬼　澤　盛　夫
 社外取締役 独立役員　　　　　渡　邊　喜一郎
 社外取締役 独立役員   　　　　池　田　　　茂
 監査役（常勤）　　　　　　　　 青　木　伸　也
 社外監査役（常勤） 独立役員　　柴　床　暢　浩
 社外監査役 独立役員　　　　　石　井　友　二

会社概要 （2017年6月末現在） 所有者別株式分布状況 （2017年6月末現在）

株主数
33,056名

外国人
21,518,342株
（43.9%）

個人・その他
9,134,290株
（18.7%）

その他国内法人
4,540,300株
（9.3%）

証券会社
975,400株
（2.0%）

自己名義株式
2,808,368株
（5.7%）

金融機関
9,971,700株
（20.4%）

証券コード 3673
事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
定時株主総会の基準日 12月31日
剰余金配当の基準日 期末配当 12月31日　中間配当 6月30日
単元株式数 100株
公告掲載方法 電子公告により行います。ただし、事故そ

の他やむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 〒103-8670
 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
同連絡先・ 〒168-8507
郵便物送付先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
 電話　0120-288-324（フリーダイヤル）
各種事務手続き 詳しくは、ホームページにてご確認ください。
 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/

株主メモ

アースリーフ　葉っぱの妖精の男の子
●特　　　技： 先端に樹木の種をつけた矢を弓で放ち

広大な土地に種を授け、芽吹かせます。
●好きなもの：美味しい水と美味しい空気
●苦手なもの：かっぱ（よく間違えられるから…）

ライトリーフ　葉っぱの妖精の女の子
●特　　　技： 魔法のバトンを使って、

樹木の芽の成長を早めます。
●好きなもの：雨上がりの虹
●苦手なもの：豆（よく間違えられるから…）
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