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(百万円未満切捨て)

１．平成30年６月期第３四半期の業績（平成29年７月１日～平成30年３月31日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年６月期第３四半期 452 △4.9 △84 － △85 － △98 －

29年６月期第３四半期 475 △23.4 △103 － △104 － △194 －
　

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６月期第３四半期 △47.94 －

29年６月期第３四半期 △94.69 －
　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、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 ％

30年６月期第３四半期 651 578 86.7

29年６月期 730 655 88.8
(参考) 自己資本 30年６月期第３四半期 564百万円 29年６月期 648百万円
　

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６月期 － 0.00 － 0.00 0.00

30年６月期 － 0.00 －

30年６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６月期の業績予想（平成29年７月１日～平成30年６月30日）

(％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
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 720 18.8 △94 － △95 － △96 － △46.72
(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) 30年６月期３Ｑ 2,073,085株 29年６月期 2,054,785株

② 期末自己株式数 30年６月期３Ｑ －株 29年６月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年６月期３Ｑ 2,064,404株 29年６月期３Ｑ 2,051,788株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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載は、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Ｐ３.「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。
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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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかに回復しておりま

す。個人消費は持ち直し、民間設備投資が緩やかに増加するなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつありま

す。

先行きについては、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、民需を中心とした景気回

復が見込まれておりますが、先行きのリスクとしては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等に留意

する必要があります。

当社が関連するAI（人工知能）ビジネスの国内市場は、2021年度には1.1兆円、2030年度には２兆250億円まで拡

大するとの予測もあり、今後も大きな成長が期待されております。

（出典：富士キメラ総研「2018 人工知能ビジネス総調査」2018年１月12日）

このような環境のなかで、当社は、パーソナライズ・エンジン「デクワス」をコアとする各サービスを提供し、

顧客企業のインターネットを介したマーケティング活動支援に取り組んでまいりました。

当第３四半期累計期間は、新規サービス分野の受注拡大につとめるとともに、既存サービスのリニューアルを推

進してまいりました。

新規サービス分野としては、画像解析エンジンによるビジュアルコマースサービスの「デクワス.VISION」の推進

に注力いたしました。「デクワス.VISION」は、AIによって、ユーザーが閲覧中の商品と、「イメージが近い商品」

を探し出して提案するレコメンデーションサービスです。クルーズ株式会社が運営する大手ファッションサイト

「SHOPLIST.com by CROOZ」などに当サービスが提供され高い評価を得ております。

また、ファッションAIアプリ「PASHALY（パシャリィ）」については、ファッション通販の大手ショッピングモー

ル「Rakuten BRAND AVENUE（楽天ブランドアベニュー）」など提携サイトの拡大を進めることで、自分好みのデザ

インをずらりと並べて理想の一品を見つけられるショッピング体験を提供することを目指してまいります。

既存サービス分野では、簡単にターゲティング広告を配信できる「デクワス.AD スタートパック」を、リリース

いたしました。これまでは、行動ターゲティング広告を開始するためには、広告主のサイトにクッキー（ウェブブ

ラウザを特定するID）を同期するための仕掛けを準備することが必要でした。新しい「デクワス.AD」では、当社の

レコメンド技術と高速な機械学習技術により、そのような準備をしなくてもターゲティング広告を開始できるよう

になり、導入準備にかかる時間を短縮することができるようになります。販売方法も簡素化されることから、積極

的に受注拡大に努めていく予定です。

また、既存サービス分野における競争激化による失注や価格下落を避けるため、顧客の課題解決力を高めること

によって収益を獲得する販売手法（ソリューションビジネス）への移行を進めてまいりましたが、当第３四半期に

おいて、実際に案件を獲得することができました。これらは第４四半期以降の売上になる見込みです。

コスト面では、上記新規サービス分野へ計画通り先行投資しつつも、前事業年度に引き続き、効果的な人員配置

による労務費の削減等、全社的なコスト抑制の取り組みを継続いたしました。

その結果、当第３四半期累計期間における売上高は452,576千円（前年同四半期比4.9％減）、営業損失は84,986

千円（前年同四半期は営業損失103,760千円）、経常損失は85,421千円（前年同四半期は経常損失104,751千円）、

四半期純損失は98,962千円（前年同四半期は四半期純損失194,275千円）となりました。

　

代表取締役をはじめとする取締役の役員報酬については、その経営責任を明確にするとともに、業績向上を期す

べく前事業年度以上の減額を継続しております。

　

当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

　

決算短信（宝印刷） 2018年05月11日 10時39分 4ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



サイジニア株式会社(6031) 平成30年６月期 第３四半期決算短信

3

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産は前事業年度末より80,175千円減少し、631,060千円となりました。そ

の主な内訳は、現金及び預金の減少101,710千円、売掛金の増加16,746千円によるものであります。

　

（固定資産）

当第３四半期会計期間末における固定資産は前事業年度末より1,300千円増加し、20,295千円となりました。その

内訳は、投資その他の資産の増加1,300千円によるものであります。

　

（流動負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債は前事業年度末より1,863千円減少し、66,451千円となりました。その

主な内訳は、未払法人税等の減少1,809千円によるものであります。

　

（固定負債）

当第３四半期会計期間末における固定負債は前事業年度末より34千円増加し、6,157千円となりました。その内訳

は、資産除去債務の増加34千円によるものであります。

　

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より77,046千円減少し、578,747千円となりました。その

主な内訳は、利益剰余金の減少98,962千円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30年６月期通期の業績予想につきましては、平成29年８月10日に公表いたしました業績予想から変更はござ

いません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年６月30日)

当第３四半期会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 651,122 549,411

売掛金 54,428 71,174

仕掛品 - 1,916

その他 6,512 9,518

貸倒引当金 △827 △960

流動資産合計 711,235 631,060

固定資産

投資その他の資産

その他 20,979 20,295

貸倒引当金 △1,984 -

投資その他の資産合計 18,995 20,295

固定資産合計 18,995 20,295

資産合計 730,231 651,356

負債の部

流動負債

買掛金 25,064 38,778

未払法人税等 4,780 2,970

その他 38,469 24,702

流動負債合計 68,314 66,451

固定負債

資産除去債務 6,122 6,157

固定負債合計 6,122 6,157

負債合計 74,437 72,608

純資産の部

株主資本

資本金 778,776 786,457

資本剰余金 775,775 783,457

利益剰余金 △906,002 △1,004,965

株主資本合計 648,549 564,949

新株予約権 7,244 13,797

純資産合計 655,793 578,747

負債純資産合計 730,231 651,356
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 475,791 452,576

売上原価 323,494 351,657

売上総利益 152,297 100,918

販売費及び一般管理費 256,057 185,905

営業損失（△） △103,760 △84,986

営業外収益

受取利息 85 51

助成金収入 1,159 -

その他 219 18

営業外収益合計 1,463 70

営業外費用

支払利息 91 7

支払手数料 372 494

貸倒引当金繰入額 1,986 -

その他 4 2

営業外費用合計 2,454 505

経常損失（△） △104,751 △85,421

特別損失

減損損失 90,210 12,828

特別損失合計 90,210 12,828

税引前四半期純損失（△） △194,961 △98,249

法人税、住民税及び事業税 712 712

法人税等調整額 △1,398 -

法人税等合計 △685 712

四半期純損失（△） △194,275 △98,962
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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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、「インターネットマーケティング支援事業」のみであり、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）

該当事項はありません。
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