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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12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 ％

30年３月期第３四半期 1,864 △1.7 △34 ― △41 ― △57 ―

29年３月期第３四半期 1,896 △6.8 △44 ― △47 ― △49 ―

(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 △57百万円 ( ―％) 29年３月期第３四半期 △51百万円 ( ―％)

　

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３四半期 △4.69 ―

29年３月期第３四半期 △4.45 ―
　

（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３四半期 1,414 824 58.3

29年３月期 1,424 681 47.6

(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 824百万円 30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 0.82

(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３四半期連結累計期間の期中平均株式数（自己株式控除

　 後）12,190,905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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 12,190,905株 29年３月期３Ｑ 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。

　

　

決算短信（宝印刷） 2018年02月09日 14時32分 2ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



ネクストウェア株式会社(4814) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………４

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………６

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６

決算短信（宝印刷） 2018年02月09日 14時29分 1ページ（Tess 1.50(64) 20171211_01）



ネクストウェア株式会社(4814) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

― 2 ―

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３四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の改善を背景として設備投資や個人消費

に持ち直しの動きが見られるなど緩やかな回復基調で推移いたしました。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」の販売や、画像認証やAIなど認証技術によっ

てホワイトカラーの定型業務を自動化するRPA製品「WinActor」（注）の販売が好調に推移しました。また、顔認証

システムを利用したエンターテイメント向けチケットシステムの開発に着手したことや、高度なデータマネジメン

トを可能とするブロックチェーン技術の適用範囲について、複数の企業とともに研究・開発に取り組んでまいりま

した。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,864百万円（前年同四半期比1.7%減）、営業損失は

34百万円（前年同四半期は44百万円の損失）、経常損失は41百万円（前年同四半期は47百万円の損失）、親会社株

主に帰属する四半期純損失は57百万円（前年同四半期は49百万円の損失）となりました。

なお、当社グループは、システム受託開発事業の単一セグメントであります。

（注）RPA製品「WinActor」

RPAとは、Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略称で、画像認証を

ベースとしたルールエンジン（業務上のルール）やAI（人工知能）など認証技術によって、ホワイトカラー業務

を自動化する仕組みをいいます。

「WinActor」は、NTTグループによって開発された純国産のRPA製品で、当社は2017年６月から正規代理店として

販売を強化しております。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は1,414百万円となり、前連結会計年度末に比べて９百万円減少しました。

これは、受取手形及び売掛金が219百万円、無形固定資産その他が10百万円減少したことと、現金及び預金が187百

万円、仕掛品が29百万円、投資その他の資産が13百万円増加したことが主な要因であります。

負債合計は589百万円となり、前連結会計年度末に比べて152百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛金

が83百万円、長期借入金が53百万円、新株予約権付社債が40百万円、短期借入金が24百万円、1年内返済予定の長期

借入金が12百万円減少したことと、流動負債その他が63百万円増加したことが主な要因であります。

純資産合計は824百万円となり、前連結会計年度末に比べて143百万円増加しました。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

57百万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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 574,097 762,027

受取手形及び売掛金 523,560 304,105

商品及び製品 3,531 2,058

仕掛品 5,151 34,461

原材料及び貯蔵品 494 732

その他 66,708 61,020

流動資産合計 1,173,544 1,164,405

固定資産

有形固定資産 29,478 29,085

無形固定資産

その他 77,039 66,555

無形固定資産合計 77,039 66,555

投資その他の資産 141,380 154,399

固定資産合計 247,899 250,040

繰延資産 2,577 -

資産合計 1,424,020 1,414,446

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 147,019 63,218

短期借入金 169,669 144,676

1年内返済予定の長期借入金 87,534 75,224

未払法人税等 12,859 9,826

その他 131,471 194,663

流動負債合計 548,553 487,608

固定負債

長期借入金 132,186 78,368

新株予約権付社債 40,000 -

退職給付に係る負債 21,383 23,555

固定負債合計 193,569 101,924

負債合計 742,123 589,532

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 △672,337

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 678,396 824,914

新株予約権 3,500 -

純資産合計 681,896 824,914

負債純資産合計 1,424,020 1,414,446
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 1,896,774 1,864,641

売上原価 1,406,525 1,342,641

売上総利益 490,248 522,000

販売費及び一般管理費 534,343 556,677

営業損失（△） △44,094 △34,676

営業外収益

受取利息 2,203 385

受取配当金 177 100

受取手数料 239 205

保険配当金 76 191

その他 695 50

営業外収益合計 3,390 933

営業外費用

支払利息 5,595 4,455

新株予約権発行費償却 - 2,049

その他 1,337 1,707

営業外費用合計 6,932 8,212

経常損失（△） △47,636 △41,956

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損失（△） △43,266 △41,956

法人税、住民税及び事業税 6,094 10,554

過年度法人税等 △1,717 2,198

法人税等調整額 1,886 2,448

法人税等合計 6,263 15,202

四半期純損失（△） △49,530 △57,158

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △49,530 △57,158
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純損失（△） △49,530 △57,158

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 △51,778 △57,158

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,778 △57,158
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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）

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３

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３四半期連結

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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