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1. 平成29年9月期の連結業績（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年9月期 934 ― 395 ― 384 ― 268 ―

28年9月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 29年9月期　　268百万円 （―％） 28年9月期　　―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年9月期 24.98 22.03 9.0 12.1 42.3

28年9月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 29年9月期 ―百万円 28年9月期 ―百万円

(注) １．当社は、平成29年６月７日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期

　　　　　純利益を算定しております。

　　　２．平成29年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年９月期の数値及び対前年同期増減率については記載しておりません。また、自己

　　　　　資本当期純利益率及び総資産経常利益率は、前期末の個別財務諸表及び当期末の連結財務諸表の自己資本及び総資産を用いて計算しており

　　　　　ます。

　　　３．平成29年９月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は平成29年９月22日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場して

　　　　　おり、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年9月期 5,852 5,539 94.6 433.47

28年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 29年9月期 5,543百万円 28年9月期 ―百万円

(注) １．当社は、平成29年６月７日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期

　　　　　純資産を算定しております。

　　　２．平成29年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年９月期の数値は記載しておりません。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

29年9月期 484 △149 4,835 5,460

28年9月期 ― ― ― ―

(注) 平成29年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年９月期の数値は記載しておりません。

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

28年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

29年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

30年9月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―



3. 平成30年 9月期の連結業績予想（平成29年10月 1日～平成30年 9月30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 1,400 49.9 560 41.7 550 43.2 375 39.8 29.35

※ 注記事項

(1) 期中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) 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） 29年9月期 12,779,000 株 28年9月期 10,527,000 株

② 期末自己株式数 29年9月期 ― 株 28年9月期 ― 株

③ 期中平均株式数 29年9月期 10,741,509 株 28年9月期 10,203,000 株

(注)当社は、平成29年６月７日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、平成28年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して
期中平均株式数を算定しております。

（参考）個別業績の概要

平成29年9月期の個別業績（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年9月期 880 91.7 276 75.4 275 74.8 197 70.0

28年9月期 459 57.2 157 5.8 157 5.7 116 15.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

29年9月期 18.39 16.21

28年9月期 11.39 ―

(注) １．当社は、平成29年６月７日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、平成28年９月期の期首に株式分割が行われたと仮定して１

　　　　　株当たり当期純利益を算定しております。

　　　２．平成28年９月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

　　　　　握できないため記載しておりません。

　　　３．平成29年９月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は平成29年９月22日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場して

　　　　　おり、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年9月期 5,674 5,468 96.3 427.92

28年9月期 474 410 85.8 38.65

（参考） 自己資本 29年9月期 5,465百万円 28年9月期 406百万円

（注） 当社は、平成29年６月７日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、平成28年９月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し

　　　 て１株当たり純資産を算定しております。

※ 決算短信は監査の対象外です

※ 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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手について）

　当社は、平成29年11月10日（金）に機関投資家・アナリスト向けに決算説明会を開催する予定です。

　この説明会の資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当連結会計年度における当社グループの属する人工知能(AI)技術領域においては、アルゴリズムの活用による既存ソフ

トウエアの高度化、効率化を目指すニーズの高まりを受け、市場環境は良好な状況が続いております。 

 こうした環境の中で、当社グループは、既存案件の積み上げ及び新規案件の獲得を推し進めると共に、新たなアルゴリ

ズムソフトウエアの開発や優秀な人材の確保を進めるなど積極的な投資を行ってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は934,057千円、営業利益は395,217千円、経常利益は384,199千円、親会社に帰属す

る当期純利益は268,305千円となりました。 

 なお、当社グループは「アルゴリズムライセンス事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

 当連結会計年度末における総資産は、5,852,657千円となりました。主な内訳としては、現金及び預金5,460,278千円、

売掛金148,112千円となっております。 

 

 (負債) 

 当連結会計年度末における負債は、313,386千円となりました。主な内訳としては、未払法人税等138,024千円となって

おります。 

 

 (純資産) 

 当連結会計年度末における純資産は、5,539,270千円となりました。 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、5,460,278千円となりました。当連結

会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、484,819千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益384,199千円及び減価償却費21,751千円の計上、前受金の増加34,878千円の増加要因があったものの、売上債権の増加

額36,069千円の資金の減少要因があったことによるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、149,719千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得

による支出97,281千円及び有形固定資産の取得による支出29,129千円によるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、4,835,072千円となりました。これは株式の発行による収入に

よるものであります。 
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（４）今後の見通し 

平成30年９月期のアルゴリズムライセンス事業につきましては、良好な市場環境を背景に、アルゴリズムライセンスの

積み上げおよびアルゴリズムソフトウエアの拡販を見込んでおります。また、自然言語処理、画像認識、機械学習/深層学

習技術に関わるアルゴリズムソリューションの潜在的な成長機会は非常に大きいものと考えており、優秀な人材の採用お

よびアルゴリズムソフトウエアの開発を推し進めることで、継続的な成長を目指してまいります。 

以上から、平成30年９月期の連結業績予想といたしましては、売上高1,400百万円（前年度比49.9％増）、営業利益560百

万円（前年度比41.7％増）、経常利益550百万円（前年度比43.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益375百万円（前年

度比39.8％増）を見込んでおります。 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社グループは、企業間の比較可能性を考慮し、会計基準につきましては日本基準を適用しております。なお、IFRS

（国際財務報告基準）の適用につきましては、国内外の情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表 
          (単位：千円) 
          

当連結会計年度 
(平成29年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,460,278 

  売掛金 148,112 

  その他 25,668 

  貸倒引当金 △814 

  流動資産合計 5,633,245 

 固定資産  

  有形固定資産 41,839 

  無形固定資産 114,698 

  投資その他の資産 38,421 

  固定資産合計 194,960 

 繰延資産 24,452 

 資産合計 5,852,657 
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          (単位：千円) 
          

当連結会計年度 
(平成29年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  未払法人税等 138,024 

  その他 175,225 

  流動負債合計 313,249 

 固定負債  

  その他 137 

  固定負債合計 137 

 負債合計 313,386 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 2,510,336 

  資本剰余金 2,509,336 

  利益剰余金 516,182 

  株主資本合計 5,535,855 

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 312 

  その他の包括利益累計額合計 312 

 新株予約権 3,102 

 純資産合計 5,539,270 

負債純資産合計 5,852,657 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 
           (単位：千円) 
           当連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

 売上高 934,057 

 売上原価 339,827 

 売上総利益 594,229 

 販売費及び一般管理費 199,011 

 営業利益 395,217 

 営業外収益  

  雑収入 5 

  営業外収益合計 5 

 営業外費用  

  株式交付費償却 1,048 

  株式公開費用 9,974 

  営業外費用合計 11,023 

 経常利益 384,199 

 税金等調整前当期純利益 384,199 

 法人税、住民税及び事業税 130,816 

 法人税等調整額 △14,922 

 法人税等合計 115,894 

 当期純利益 268,305 

 親会社株主に帰属する当期純利益 268,305 
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連結包括利益計算書 

          (単位：千円) 
          当連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

当期純利益 268,305 

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 380 

 その他の包括利益合計 380 

包括利益 268,686 

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 268,686 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成28年 10月１日 至 平成29年９月30日) 

 (単位：千円) 

 

株主資本 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

その他有価証

券評価差額金 

その他の包括

利益累計額合

計 

当期首残高 80,050 79,050 247,877 406,977 △68 △68 3,102 410,011 

当期変動額         

新株の発行 2,430,286 2,430,286  4,860,573    4,860,573 

親会社株主に帰属する

当期純利益 
  268,305 268,305    268,305 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
    380 380 - 380 

当期変動額合計 2,430,286 2,430,286 268,305 5,128,878 380 380 - 5,129,259 

当期末残高 2,510,336 2,509,336 516,182 5,535,855 312 312 3,102 5,539,270 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
          (単位：千円) 
          当連結会計年度 

(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 384,199 

 減価償却費 21,751 

 売上債権の増減額（△は増加） △36,069 

 仕入債務の増減額（△は減少） 31,510 

 前受金の増減額（△は減少） 34,878 

 未払金の増減額（△は減少） 20,236 

 その他 60,633 

 小計 517,140 

 利息の受取額 0 

 法人税等の支払額 △32,320 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 484,819 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △29,129 

 無形固定資産の取得による支出 △97,281 

 その他 △23,308 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △149,719 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 株式の発行による収入 4,835,072 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,835,072 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,170,172 

現金及び現金同等物の期首残高 290,106 

現金及び現金同等物の期末残高 5,460,278 
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（５）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。 

 

(セグメント情報等) 

当社グループは、「アルゴリズムライセンス事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

 

 
当連結会計年度 

(自  平成28年10月１日 
至  平成29年９月30日) 

１株当たり純資産額 433.47円 

１株当たり当期純利益金額 24.98円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

22.03円 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社株式は平成29年９月22日に東京証券取引所マザーズ市

場へ上場しており、新規上場日から当連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定し

ております。 

２．当社は、平成29年５月19日開催の取締役会決議により、平成29年６月７日付で普通株式１株につき1,000株の

株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資

産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

３．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで 

あります。 
 

項目 
当連結会計年度 

(自  平成28年10月１日 
至  平成29年９月30日) 

１株当たり当期純利益金額  

  親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 268,305 

  普通株主に帰属しない金額(千円) － 

  普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 268,305 

  普通株式の期中平均株式数(株) 10,741,509 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

  親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － 

  普通株式増加数(株) 1,480,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

－ 

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。  

 


