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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９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 ％

30年３月期第２四半期 1,279 4.3 11 ― 5 ― △11 ―

29年３月期第２四半期 1,226 △7.8 △50 ― △51 ― △50 ―

(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 △11百万円 ( ―％) 29年３月期第２四半期 △52百万円 ( ―％)

　

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

30年３月期第２四半期 △0.93 ―

29年３月期第２四半期 △4.52 ―
　

（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 ％

30年３月期第２四半期 1,550 870 56.2

29年３月期 1,424 681 47.6

(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 870百万円 29年３月期 678百万円

　

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

29年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年３月期 ― 0.00

30年３月期(予想) ― 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30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
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 3,000 11.5 50 52.9 30 6.6 10 38.2 0.83

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　 １株当たり当期純利益については、平成30年３月期第２四半期連結累計期間の期中平均株式数（自己株式控除

　 後）12,060,236株に基づい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

（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) 30年３月期２Ｑ 13,015,222株 29年３月期 12,151,804株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 564,400株 29年３月期 564,400株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 12,060,236株 29年３月期２Ｑ 11,132,860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

　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あたっての注

意事項等については、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）連結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。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善し個人消費が持ち直すなど、景気

は緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響への懸念により、景

気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの所属する情報サービス産業におきましては、行政主導による企業のICT（情報通信技術）分野への

投資を促進する施策が活発化するとともに、IoT環境の活用やセキュリティ対策への関心の高まりなど業界全体とし

てビジネス環境は堅調に推移しております。

このような状況下におきまして当社グループは、既存のお客様からの継続的な受注の確保と新たなソリューショ

ンによって新規のお客様の開拓に努めてまいりました。なかでもケーブルテレビ事業者の超高速ブロードバンドサ

ービスへの対応に伴う伝送路施設設計・管理システム「Cadixシリーズ」の販売が好調に推移しました。また顔認証

システムに関する引合いが増加していることや、高度な機密情報をマネジメントするブロックチェーン技術の応用

など、IoT時代に求められるセキュリティへの取組みについて強化しております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,279百万円（前年同四半期比4.3%増）、営業利益は

11百万円（前年同四半期は50百万円の損失）、経常利益は５百万円（前年同四半期は51百万円の損失）、親会社株

主に帰属する四半期純損失は11百万円（前年同四半期は50百万円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,550百万円となり、前連結会計年度末に比べて126百万円増加しました。

これは、現金及び預金が305百万円、仕掛品が28百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が197百万円減少した

ことが主な要因であります。

負債合計は679百万円となり、前連結会計年度末に比べて62百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金が

57百万円、新株予約権付社債が40百万円、長期借入金が37百万円、短期借入金が13百万円それぞれ減少し、流動負

債その他が85百万円増加したことが主な要因であります。

純資産合計は870百万円となり、前連結会計年度末に比べて188百万円増加しました。これは、新株予約権の行使

による新株発行に伴い資本金と資本剰余金がそれぞれ101百万円増加した一方、親会社株主に帰属する四半期純損失

11百万円を計上したことが主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月12日に公表した連結業績予想から変更しておりません。
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２．四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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 574,097 879,329

受取手形及び売掛金 523,560 326,103

商品及び製品 3,531 2,558

仕掛品 5,151 33,501

原材料及び貯蔵品 494 808

その他 66,708 75,899

流動資産合計 1,173,544 1,318,200

固定資産

有形固定資産 29,478 27,891

無形固定資産

その他 77,039 70,260

無形固定資産合計 77,039 70,260

投資その他の資産 141,380 134,373

固定資産合計 247,899 232,525

繰延資産 2,577 -

資産合計 1,424,020 1,550,726

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 147,019 89,466

短期借入金 169,669 155,784

1年内返済予定の長期借入金 87,534 81,381

未払法人税等 12,859 18,901

その他 131,471 217,091

流動負債合計 548,553 562,624

固定負債

長期借入金 132,186 95,062

新株予約権付社債 40,000 -

退職給付に係る負債 21,383 22,209

固定負債合計 193,569 117,271

負債合計 742,123 679,896

純資産の部

株主資本

資本金 1,209,127 1,310,965

資本剰余金 275,724 377,562

利益剰余金 △615,179 △626,422

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 678,396 870,830

新株予約権 3,500 -

純資産合計 681,896 870,830

負債純資産合計 1,424,020 1,550,726
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 1,226,493 1,279,349

売上原価 916,782 905,888

売上総利益 309,710 373,460

販売費及び一般管理費 360,151 362,303

営業利益又は営業損失（△） △50,440 11,157

営業外収益

受取利息 2,117 333

受取配当金 177 100

受取手数料 163 138

保険配当金 76 191

その他 744 50

営業外収益合計 3,279 813

営業外費用

支払利息 3,410 3,102

新株予約権発行費償却 - 2,049

その他 1,004 1,414

営業外費用合計 4,415 6,566

経常利益又は経常損失（△） △51,576 5,405

特別利益

投資有価証券売却益 4,369 -

特別利益合計 4,369 -

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△47,207 5,405

法人税、住民税及び事業税 3,408 12,966

過年度法人税等 △1,717 2,198

法人税等調整額 1,424 1,482

法人税等合計 3,116 16,648

四半期純損失（△） △50,323 △11,242

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △50,323 △11,242
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △50,323 △11,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,247 -

その他の包括利益合計 △2,247 -

四半期包括利益 △52,571 △11,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,571 △11,242

決算短信（宝印刷） 2017年11月09日 19時19分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ネクストウェア株式会社(4814) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 6 ―

（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）

第２回転換社債型新株予約権付社債の権利行使及び第９回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第２

四半期連結累計期間において資本金が101,838千円、資本準備金が101,837千円それぞれ増加し、当第２四半期連結

会計期間末において資本金が1,310,965千円、資本剰余金が377,562千円となっております。
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