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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第１四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年３月31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 ％

29年12月期第１四半期 934 － 198 － 189 － 114 －

28年12月期第１四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 29年12月期第１四半期 107百万円( －％) 28年12月期第１四半期 －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

29年12月期第１四半期 36.87 －

28年12月期第１四半期 － －
　

(注) 平成28年12月期第１四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成28年12月期第１四半期の
　 数値及び平成29年12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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年12月期第１四半期 4,488 3,946 87.9

28年12月期 2,560 1,934 75.5
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 3,946百万円 28年12月期 1,934百万円
　　　

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

28年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

29年12月期 －

29年12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29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 3,682 9.1 678 △0.5 664 △5.9 460 △0.2 118.52
(注) １．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　 ２．平成29年12月期（予想）の１株当たり当期純利益は、平成29年４月24日付けで払込が完了したオーバーアロッ
トメントによる売出しに関する第三者割当増資分（150,000株）を考慮して算出しております。
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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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) 29年12月期１Ｑ 4,000,000株 28年12月期 3,000,000株

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ －株 28年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 3,100,000株 28年12月期１Ｑ －株
　
　

※ 四半期決算短信は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
　（将来に関する記述等についてのご注意）
　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。
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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28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,270,694 3,403,114

受取手形及び売掛金 773,755 588,598

仕掛品 132,536 98,217

原材料及び貯蔵品 834 874

繰延税金資産 72,438 74,869

その他 63,022 86,323

貸倒引当金 △931 △622

流動資産合計 2,312,349 4,251,374

固定資産

有形固定資産 89,776 83,337

無形固定資産 47,864 43,836

投資その他の資産

投資有価証券 9,432 9,995

繰延税金資産 30,091 29,358

その他 72,013 71,128

貸倒引当金 △915 △915

投資その他の資産合計 110,621 109,566

固定資産合計 248,263 236,740

資産合計 2,560,612 4,488,115
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 108,953 52,688

未払費用 122,670 125,719

未払法人税等 111,036 78,073

賞与引当金 38,084 91,303

受注損失引当金 42,018 43,742

その他 203,345 149,887

流動負債合計 626,108 541,414

負債合計 626,108 541,414

純資産の部

株主資本

資本金 90,000 1,042,200

資本剰余金 － 952,200

利益剰余金 1,829,675 1,943,958

株主資本合計 1,919,675 3,938,358

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,205 1,546

為替換算調整勘定 13,442 6,446

その他の包括利益累計額合計 14,648 7,992

非支配株主持分 180 349

純資産合計 1,934,504 3,946,700

負債純資産合計 2,560,612 4,488,115
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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)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 934,530

売上原価 475,566

売上総利益 458,964

販売費及び一般管理費 260,839

営業利益 198,124

営業外収益

受取利息及び配当金 127

為替差益 4,192

補助金収入 2,133

その他 49

営業外収益合計 6,503

営業外費用

株式交付費 4,193

上場関連費用 11,144

その他 5

営業外費用合計 15,342

経常利益 189,285

特別損失

和解金 3,855

特別損失合計 3,855

税金等調整前四半期純利益 185,429

法人税、住民税及び事業税 72,722

法人税等調整額 △1,742

法人税等合計 70,979

四半期純利益 114,449

非支配株主に帰属する四半期純利益 167

親会社株主に帰属する四半期純利益 114,282

決算短信（宝印刷） 2017年05月15日 14時00分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



5

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)
当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益 114,449

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 340

為替換算調整勘定 △6,993

その他の包括利益合計 △6,653

四半期包括利益 107,796

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107,627

非支配株主に係る四半期包括利益 169
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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）

当社は、平成29年３月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。平成29年３月23日を払込期日と

する有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株式発行1,000,000株により、資本金及び資本準

備金がそれぞれ952,200千円増加しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本金は1,042,200千円、資本準備金は952,200千円となって

おります。

（セグメント情報等）

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３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

調整額
四半期連結損益計

算書計上額
ビジネス

ソリューション
事業

コミュニケー
ションデザイン

事業
計

売上高

　外部顧客への売上高 439,014 495,516 934,530 － 934,530

　
　セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 439,014 495,516 934,530 － 934,530

セグメント利益(注) 152,897 45,227 198,124 － 198,124

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（重要な後発事象）

（第三者割当増資による新株式の発行）

当社は、平成29年３月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年

２月17日及び平成29年３月６日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる

当社株式の売出し（賃株人から借入れる当社普通株式150,000株の売出し）に関連して、同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次のとおり決議しており、平成29年４月24日に払込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 150,000株

(2)割当価格 １株につき1,904.40円

(3)払込金額 １株につき1,640.50円

(4)申込期日 平成29年４月21日

(5)払込期日 平成29年４月24日

(6)資本組入額 １株につき952.20円

(7)割当価格の総額 285,660千円

(8)払込金額の総額 246,075千円 会社法上の払込金額の総額であります。

(9)資本組入額の総額 142,830千円

(10)割当先 野村證券株式会社

(11)資金の使途
サーバー設備費用、海外展開に向けた投資及び開発要員の人件費等に充当する予定
であります。
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