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(百万円未満切捨て)
１．平成27年９月期第１四半期の業績（平成26年10月１日～平成26年12月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年９月期第１四半期 147 － △131 － △134 － △143 －

26年９月期第１四半期 － － － － － － － －

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

27年９月期第１四半期 △12.72 －

26年９月期第１四半期 － －
（注）１．平成26年９月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成26年９月期第１四半

期の数値及び平成27年９月期第１四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。

　 ２．平成27年９月期第１四半期の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、新株予約権の残高

はありますが、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年９月期第１四半期 2,751 2,291 83.3

26年９月期 1,665 1,281 76.9
(参考)自己資本 27年９月期第１四半期 2,291 百万円 26年９月期 1,281 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

26年９月期 － － － 0.00 0.00

27年９月期 －

27年９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27年９月期の業績予想（平成26年10月１日～平成27年９月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

営業収益 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 1,002 150.4 △367 － △366 － △367 － △30.04
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 27年９月期１Ｑ 12,546,060株 26年９月期 10,896,060株

② 期末自己株式数 27年９月期１Ｑ －株 26年９月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年９月期１Ｑ 11,272,690株 26年９月期１Ｑ ―株

　

　※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終了しております。

　

　※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等についていは、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。

２．当社は、平成27年2月13日に機関投資家及び証券アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当日使用する

決算説明会資料は、速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間における我が国経済は、現政権による経済政策や金融緩和により、円安の進行やデフレ脱

却への期待から株高傾向が進み、企業業績も回復基調にあります。一方で、新興国経済の成長鈍化や不安定な国際

情勢、円安による原材料価格の上昇等の影響により、引き続き経済の先行きは、不透明な状況が続いております。

そのような状況に対応するため、大企業を中心に、正社員中心という雇用形態のより一層の見直しや、労働者に

おいても労働に対する価値観の多様化が進んでおり、リクルートワークス研究所「人材マーケット予測2015」によ

れば、日本における「正社員比率」は2002年の53.3%から2015年には45.2%まで減少すると言われています。

このような環境の中、当社は「21世紀の新しいワークスタイルを提供する」というミッションの下、より多くの

人々にクラウドソーシングという新しい働き方の選択肢を提供すべく事業を推進してまいりました。プラットフォ

ームサービスにおいては、積極的な広告宣伝及び広報活動の強化、継続的なサービスの改善を行ったことで、会員

数が大幅に増加しました。また、エンタープライズサービスは人材採用・教育を強化し、当社の営業体制が拡充し

たことで、大企業を中心に、より多くの企業において当社サービスの導入が進みました。

以上の結果、当第１四半期累計期間において、営業収益147,773千円、営業損失は131,417千円、経常損失は

134,785千円となり、四半期純損失は143,343千円となりました。

なお、当社はクラウドソーシング事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べて1,086,538千円増加し、2,751,812千円とな

りました。これは主に、現金及び預金が1,011,018千円増加したことや、事務所移転に伴い有形固定資産が39,773

千円増加したことによるものであります。

　 （負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べて76,202千円増加し、460,288千円となりま

した。これは主に当社サービス「クラウドワークス」の取引高増加により預り金が38,016千円増加したことによる

ものであります。

　 （純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて1,010,336千円増加し、2,291,524千円となり

ました。これは主に新規上場による公募増資を実施したことにより資本金及び資本準備金がそれぞれ576,840千円

増加したこと、四半期純損失143,343千円を計上したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成27年度９月期の業績予想につきましては、平成26年12月12日付の「東京証券取引所マザーズ市場への上場に

伴う当社決算情報等のお知らせ」で公表しました業績予想から修正は行っておりません。

　なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　該当事項はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,215,100 2,226,119

売掛金 124,563 71,276

未収入金 76,792 95,958

預け金 180,872 215,333

その他 11,514 59,990

流動資産合計 1,608,843 2,668,679

固定資産

有形固定資産 2,587 42,361

投資その他の資産 53,841 40,771

固定資産合計 56,429 83,133

資産合計 1,665,273 2,751,812

負債の部

流動負債

未払金 54,312 65,287

未払法人税等 2,844 1,961

預り金 290,935 328,952

移転損失引当金 844 －

資産除去債務 1,285 －

その他 33,862 39,040

流動負債合計 384,086 435,241

固定負債

資産除去債務 － 18,716

その他 － 6,329

固定負債合計 － 25,046

負債合計 384,086 460,288

純資産の部

株主資本

資本金 766,844 1,343,684

資本剰余金 724,844 1,301,684

利益剰余金 △210,500 △353,844

株主資本合計 1,281,187 2,291,524

純資産合計 1,281,187 2,291,524

負債純資産合計 1,665,273 2,751,812
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

営業収益 147,773

営業費用 279,191

営業損失（△） △131,417

営業外収益

業務受託手数料 350

講演料・原稿料等収入 216

その他 103

営業外収益合計 670

営業外費用

株式交付費 4,037

営業外費用合計 4,037

経常損失（△） △134,785

特別損失

固定資産除却損 2,060

特別損失合計 2,060

税引前四半期純損失（△） △136,845

法人税、住民税及び事業税 572

法人税等調整額 5,925

法人税等合計 6,497

四半期純損失（△） △143,343
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（３）四半期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）

当社は平成26年11月７日及び平成26年11月25日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期会計期間において有

償一般募集による新株式の発行を行い、資本金及び資本剰余金がそれぞれ576,840千円増加しております。

（セグメント情報等）

　 当社の事業は、クラウドソーシング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

　 第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

平成26年11月７日及び平成26年11月25日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者

割当増資による新株式の発行を決議しておりましたが、平成27年１月15日に払込みが完了いたしました。

（１）募集株式の種類及び数 当社普通株式 277,500株

（２）割当価格 １株につき699.20円

（３）発行価額 １株にき612.00円

（４）払込期日 平成27年１月15日（木曜日）

（５）資本組入額 １株につき349.60円

（６）発行価額の総額 169,830,000円

（７）資本組入額の総額 97,014,000円

（８）引受金額の総額 194,028,000円

（９）割当先 大和証券株式会社

（10）資金の使途
システム及び関連設備への投資、本社移転費用、人員拡
充における採用費用及び人件費、認知向上に向けた広告
宣伝費等に充当する予定にしております。
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