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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年６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 ％

31年３月期第１四半期 39 19.9 △244 ― △244 ― △244 ―

30年３月期第１四半期 33 ― △168 ― △167 ― △167 ―

(注)包括利益 31年３月期第１四半期 △244 百万円 ( ―％) 30年３月期第１四半期 △167 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

31年３月期第１四半期 △3.41 ―

30年３月期第１四半期 △2.80 ―
　
（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 ％

31年３月期第１四半期 1,792 1,640 90.4

30年３月期 2,291 1,150 49.0

(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 1,620 百万円 30年３月期 1,122 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

30年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

31年３月期 ―

31年３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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
平成31年３月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、記載しておりま

せん。平成31年３月期の業績予想につきましては、添付資料Ｐ.７「３.その他、継続企業の前提に関する重要事象等」

に掲げる施策の進捗状況をふまえ、合理的な業績見通しの算定が可能になった時点で速やかに開示いたします。
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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) 31年３月期１Ｑ 74,618,220株 30年３月期 67,118,220株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 131,809株 30年３月期 131,809株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 71,728,169株 30年３月期１Ｑ 59,987,122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述は、当社が現在入手している情報およ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．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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策及び金融政策等の影響もあり、雇用情勢の

改善等緩やかな回復基調が続く一方で、米国の政策動向に伴う影響や、中国・新興国経済の成長鈍化懸念並びに中

東・東アジアの地政学的リスク等、先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

当社が主な事業領域といたしますアミューズメント業界におきましては、消費税アップによる消費意欲の低下や新

作不振、オンラインゲームの拡張といった要因から当第１四半期連結累計期間においても大きな改善が見られません

でした。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高39百万円（前年同期比19.9％増）、営業損失244百万円（前

年同期168百万円の営業損失）、経常損失244百万円（前年同期167百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期

純損失244百万円（前年同期167百万の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 資産、負債及び純資産の状況

　(資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,792百万円(前連結会計年度末は2,291百万円)となり、499百万円減

少いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少(1,882百万円から1,290百万円へ592百万円減)、固定資産の減

少(110百万円から103百万円へ６百万円減)等の減少要因があった一方で、その他流動資産の増加（20百万円から110百

万円へ90百万円増）等の増加要因があったことによるものであります。

　(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は151百万円(前連結会計年度末は1,141百万円)となり、989百万円減

少いたしました。この主な要因は、社債の減少(800百万円から－百万円へ800百万円減)、前受金の減少（108百万円か

ら０百万円へ108百万円減）等によるものであります。

　(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,640百万円(前連結会計年度末は1,150百万円)となり、490百万円増

加いたしました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失244百万円の計上による利益剰余金の減少(△

5,857百万円から△6,102百万円へ244百万円減)等の減少要因があった一方で、資本金の増加（4,000百万円から4,371

百万円へ371百万円増）、資本準備金の増加（3,050百万円から3,421百万円へ371百万円増）等の増加要因があったこ

とによるものであります。

この結果、自己資本比率は90.4％(前連結会計年度末は49.0％)となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が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、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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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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,882,522 1,290,185

売掛金 7,822 17,105

商品及び製品 861 915

前渡金 270,000 270,000

その他 20,119 110,374

流動資産合計 2,181,325 1,688,580

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 15,064 13,520

工具、器具及び備品（純額） 665 587

有形固定資産合計 15,730 14,108

無形固定資産

その他 204 196

無形固定資産合計 204 196

投資その他の資産

長期貸付金 1,434,012 1,434,012

破産更生債権等 114,673 114,673

敷金及び保証金 344,202 339,234

長期未収入金 275,416 275,416

その他 187 121

貸倒引当金 △2,074,102 △2,074,102

投資その他の資産合計 94,390 89,356

固定資産合計 110,325 103,661

資産合計 2,291,651 1,792,241

負債の部

流動負債

買掛金 3,384 6,094

社債 800,000 ―

未払法人税等 20,664 9,792

前受金 108,810 810

その他 119,981 54,393

流動負債合計 1,052,841 71,090

固定負債

長期預り保証金 88,410 80,560

固定負債合計 88,410 80,560

負債合計 1,141,251 151,650
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,171 4,371,234

資本剰余金 3,050,552 3,421,614

利益剰余金 △5,857,970 △6,102,769

自己株式 △70,074 △70,074

株主資本合計 1,122,679 1,620,005

新株予約権 23,087 15,962

非支配株主持分 4,633 4,623

純資産合計 1,150,400 1,640,591

負債純資産合計 2,291,651 1,792,241
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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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 33,126 39,721

売上原価 53,444 18,155

売上総利益又は売上総損失（△） △20,317 21,565

販売費及び一般管理費 148,003 265,681

営業損失（△） △168,321 △244,115

営業外収益

その他 886 1,029

営業外収益合計 886 1,029

営業外費用

支払利息 52 ―

社債利息 ― 213

株式交付費 ― 314

その他 1 607

営業外費用合計 54 1,135

経常損失（△） △167,488 △244,221

税金等調整前四半期純損失（△） △167,488 △244,221

法人税、住民税及び事業税 320 587

法人税等合計 320 587

四半期純損失（△） △167,808 △244,808

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △9

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △167,808 △244,798

決算短信（宝印刷） 2018年08月10日 15時54分 7ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社Ｎｕｔｓ(7612) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

6

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)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純損失（△） △167,808 △244,808

四半期包括利益 △167,808 △244,808

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △167,808 △244,798

非支配株主に係る四半期包括利益 ― △9
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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、EVO FUNDを割当先とする第５回新株予約権の行使により、当第１連結累計期間において資本金及び資本準備

金がそれぞれ371,062千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が4,371,234千円、資本剰余金が

3,421,614千円となっております。

（重要な後発事象）

　当社は、コロンビア大学のサポート受けた会員制クリニックを開設するために、医療法人H社から港区の医療施設（医

療機器・内装設備・備品(賃貸契約及びリース契約は契約承継)）の運営権を承継する基本合意契約を平成30年７月18日

に締結しております。

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、前連結会計年度において、実質的な営業キャッシュ・フローがマイナスになり、当第１四半期連結

累計期間においては244百万円の営業損失となっており、これらの状況から、継続企業の前提に関する重要事象等の状況

が存在しております。

　当社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を早期に解消又は改善するため、以下の対応

策に取り組みます。

　１．新規事業の早期実現と既存事業の強化・拡大

　安定的な収益を継続的に確保できる体制を構築すべく、既存事業の強化・拡大を図ってまいりましたが、現在の

当社の状況を打開するためには、既存事業に加えて新規事業の早期実現が必要であると認識しております。

　既存事業の強化・拡大に加えて、外部経営環境の変化に柔軟性をもって対応し、実効性の高い新規事業の組成・

事業化に尽力してまいります。

　また、新規事業の実現を前提とした管理体制の強化を達成する諸施策を考案し実施してまいります。

　２．経営方針の明確化と経営資源の最適化

　当社グループの会議体である経営会議、取締役会を継続企業の前提に疑義を生じさせるような状況の解消に向け

ての施策・試案・進捗状況の確認等の横断的な議論・判断の場とすべく運営しております。

　このような会議体において採算性を重視した経営方針による経営効率化を推進中であり、経営陣と従業員が目的

意識の共有化を図るとともに経営の客観性及び透明性の向上を図ってまいります。

　一方で、当社グループは第三者割当による新株式発行等に伴い、財務体質については大幅な改善を実現し、財務面に

おける安定性は十分に確保されていると考えております。

　したがって、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、四半期連結財務諸表への注記は記載

しておりません。
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