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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第１四半期の業績（2021年１月１日～2021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 ％

2021年12月期第１四半期 287 76.4 85 237.4 84 246.2 83 244.8

2020年12月期第１四半期 163 401.5 25 － 24 － 24 －
　

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

2021年12月期第１四半期 5.95 5.64

2020年12月期第１四半期 1.82 －
　

（注）当社は、2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分
割を行っており、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、前会計年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して算定しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第１四半期 2,044 1,348 66.0

2020年12月期 1,920 1,206 62.8
(参考) 自己資本 2021年12月期第１四半期 1,348百万円 2020年12月期 1,206百万円

　

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

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 －

2021年12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
　　　

３．2021年12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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 1,256 64.7 380 122.5 370 149.5 280 90.0 19.98

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　　



※ 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) 2021年12月期１Ｑ 14,132,200株 2020年12月期 14,013,200株

② 期末自己株式数 2021年12月期１Ｑ 65株 2020年12月期 32株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期１Ｑ 14,068,588株 2020年12月期１Ｑ 13,369,000株
　

（注）当社は、2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分
割を行っております。前会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末
自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

　

※ 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
（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。
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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

当社は「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとしております。当第１四半期累計期間においては、「人

流・防犯」、「駐車場・モビリティ」、「3D都市マップ」、「サイネージ広告」、「在宅勤務支援」、「ファッシ

ョン解析」をはじめとするスマートシティを形成するサービスを独自に開発し、提供を推進いたしました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は287,827千円（前年同期比76.4％増）となり、営業利益85,518千円

（前年同期比237.4％増）、経常利益84,340千円（前年同期比246.2％増）、四半期純利益は83,767千円（前年同期

比244.8％増）となりました。

なお、当社の事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略し

ております。

より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、2021年5月14日発表の「2021年12月期 第１四半期 決算説明

資料」をご覧ください。

参考URL:https://www.neuralpocket.com/ir/library/

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

　当第１四半期会計期間末における流動資産は1,780,311千円となり、前事業年度末に比べ106,923千円増加いた

しました。これは主に、現金及び預金が30,474千円増加したこと並びに受取手形及び売掛金が27,309千円増加し

たことによるものであります。この結果、総資産は、2,044,132千円となり、前事業年度末に比べ123,136千円増

加いたしました。

（負債の部）

　当第１四半期会計期間末における流動負債は585,379千円となり、前事業年度末に比べ17,757千円減少いたしま

した。これは主に、買掛金が6,832千円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は、695,639千

円となり、前事業年度末に比べ18,897千円減少いたしました。

（純資産の部）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,348,492千円となり、前事業年度末に比べ142,034千円増加い

たしました。これは主に、利益剰余金の増加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

2021年12月期の業績予想及び業績予想の前提となる条件につきましては、2021年２月12日に公表いたしました内

容から変更はありません。当資料に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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
(2020年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,424,812 1,455,286

受取手形及び売掛金 192,310 219,620

商品 37,763 88,349

仕掛品 1,639 －

その他 16,862 17,054

流動資産合計 1,673,388 1,780,311

固定資産

有形固定資産 71,014 71,494

無形固定資産 105,729 121,701

投資その他の資産 70,861 70,624

固定資産合計 247,606 263,820

資産合計 1,920,995 2,044,132

負債の部

流動負債

買掛金 67,169 60,337

短期借入金 450,000 450,000

1年内返済予定の長期借入金 3,420 3,420

未払法人税等 948 571

その他 81,597 71,050

流動負債合計 603,136 585,379

固定負債

長期借入金 111,400 110,260

固定負債合計 111,400 110,260

負債合計 714,536 695,639

純資産の部

株主資本

資本金 18,547 47,792

資本剰余金 1,362,723 1,391,969

利益剰余金 △174,656 △90,888

自己株式 △156 △380

株主資本合計 1,206,458 1,348,492

純資産合計 1,206,458 1,348,492

負債純資産合計 1,920,995 2,044,132
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 163,200 287,827

売上原価 10,890 38,181

売上総利益 152,309 249,645

販売費及び一般管理費 126,963 164,126

営業利益 25,345 85,518

営業外収益

受取利息 3 7

その他 97 2

営業外収益合計 101 9

営業外費用

支払利息 1,082 1,187

営業外費用合計 1,082 1,187

経常利益 24,365 84,340

税引前四半期純利益 24,365 84,340

法人税、住民税及び事業税 72 572

法人税等合計 72 572

四半期純利益 24,292 83,767
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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）

　 当第１四半期累計期間(自 2021年１月１日　至 2021年３月31日)

　 １．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　 該当事項はありません。

　 ３．株主資本の著しい変動

新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ29,245千円増加しております。

この結果、当第１四半期会計期間末において、資本金が47,792千円、資本剰余金が1,391,969千円となっており

ます。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

　


