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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）

(1) 連結経営成績（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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第1四半期 993 8.0 △145 ― △145 ― △156 ―

30年3月期第1四半期 920 8.5 △115 ― △117 ― △118 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　△156百万円 （―％） 30年3月期第1四半期　　△118百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 △9.36 ―

30年3月期第1四半期 △7.12 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第1四半期 2,857 856 29.7

30年3月期 3,224 1,011 31.2

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 849百万円 30年3月期 1,005百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 7,349 43.6 409 68.3 360 58.5 230 22.4 13.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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 ： 無

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

(4) 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） 31年3月期1Q 16,710,000 株 30年3月期 16,710,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 87 株 30年3月期 38 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 16,709,978 株 30年3月期1Q 16,709,962 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、当社が現時点で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。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 952,271 1,167,124

受取手形及び売掛金 1,420,236 658,799

商品及び製品 42,339 52,890

仕掛品 24,683 134,666

原材料及び貯蔵品 559 809

その他 56,404 70,437

貸倒引当金 △7,187 △11,152

流動資産合計 2,489,306 2,073,576

固定資産

有形固定資産 34,973 34,819

無形固定資産

のれん 292,500 282,505

その他 12,617 9,961

無形固定資産合計 305,118 292,466

投資その他の資産

繰延税金資産 9,319 8,633

その他 384,033 445,940

投資その他の資産合計 393,352 454,574

固定資産合計 733,444 781,859

繰延資産 2,008 1,906

資産合計 3,224,760 2,857,342

負債の部

流動負債

買掛金 296,267 162,914

短期借入金 587,279 369,591

1年内償還予定の社債 116,800 126,800

1年内返済予定の長期借入金 113,100 178,494

未払金 245,013 238,768

未払法人税等 49,788 12,593

賞与引当金 41,904 46,414

役員賞与引当金 680 -

受注損失引当金 2,500 2,500

その他 206,293 198,791

流動負債合計 1,659,626 1,336,868

固定負債

社債 259,800 299,800

長期借入金 266,497 336,770

その他 26,920 27,320

固定負債合計 553,217 663,890

負債合計 2,212,843 2,000,759

純資産の部

株主資本

資本金 1,048,673 1,048,673

資本剰余金 319,557 319,557

利益剰余金 △363,186 △519,528

自己株式 △15 △47

株主資本合計 1,005,028 848,654

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 370 529

その他の包括利益累計額合計 370 529

新株予約権 6,516 7,399

純資産合計 1,011,916 856,582

負債純資産合計 3,224,760 2,857,342
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 920,173 993,290

売上原価 723,648 779,544

売上総利益 196,525 213,745

販売費及び一般管理費 312,517 359,445

営業損失（△） △115,991 △145,699

営業外収益

助成金収入 1,645 600

その他 1,972 5,322

営業外収益合計 3,617 5,922

営業外費用

支払利息 4,230 3,901

その他 992 1,994

営業外費用合計 5,223 5,895

経常損失（△） △117,597 △145,673

特別利益

知的財産権譲渡益 4,892 -

特別利益合計 4,892 -

税金等調整前四半期純損失（△） △112,705 △145,673

法人税、住民税及び事業税 5,115 11,019

法人税等調整額 431 △351

法人税等合計 5,546 10,668

四半期純損失（△） △118,252 △156,342

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

646 -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △118,899 △156,342
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純損失（△） △118,252 △156,342

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 124 158

その他の包括利益合計 124 158

四半期包括利益 △118,127 △156,183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,780 △156,183

非支配株主に係る四半期包括利益 652 -
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（３）四半期連結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。

（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

コンサルティ
ング事業

システム開発
事業

人材派遣事業 計

売上高

外部顧客への売上高 96,790 364,483 458,899 920,173 - 920,173

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- 2,580 2,452 5,032 △5,032 -

計 96,790 367,064 461,351 925,206 △5,032 920,173

セグメント利益又は損
失(△)

△113,723 10,092 2,830 △100,800 △15,191 △115,991

(注) 1．セグメント利益又は損失(△)の調整額△15,191千円には、のれんの償却額△15,219千円、セグメント間取引

消去28千円が含まれております。

2．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

　１．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
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

コンサルティ
ング事業

システム開発
事業

人材派遣事業 計

売上高

外部顧客への売上高 37,868 427,702 527,719 993,290 - 993,290

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- 24,149 7,976 32,125 △32,125 -

計 37,868 451,852 535,695 1,025,415 △32,125 993,290

セグメント利益又は損
失(△)

△170,559 18,468 15,050 △137,040 △8,658 △145,699

(注) 1．セグメント利益又は損失(△)の調整額△8,658千円には、のれんの償却額△9,995千円、セグメント間取引消

去1,336千円が含まれております。

2．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。
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