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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第24期

第１四半期
連結累計期間

第25期
第１四半期
連結累計期間

第24期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 666,181 583,221 3,043,404

経常利益又は経常損失(△) (千円) △20,748 △74,524 12,660

四半期(当期)純損失(△) (千円) △37,966 △75,028 △55,385

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △28,875 △75,506 △30,633

純資産額 (千円) 454,793 345,528 453,034

総資産額 (千円) 1,490,692 1,372,729 1,556,398

１株当たり四半期(当期)
純損失(△)

(円) △4.20 △8.30 △6.12

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 26.0 23.3 24.1
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第24期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純損失を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

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。

 

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げによる駆け込み需要の反動が一部見られた

ものの、製造業の設備投資が回復基調にあること、雇用・所得情勢が改善傾向にあること等により、全般的には緩

やかな景気回復基調が続きました。一方では、円安による原材料価格の高騰と輸出停滞による貿易収支の悪化は継

続しており、持続的な国内景気回復には依然として不透明感が残っております。

当社グループの属する情報サービス産業におきましては、景況感回復に伴うＩＴ投資意欲の高まりやクラウド化

の進展等、需要増加要因が見られるものの、競合他社との受注競争は依然として激しく、受注価格の改善には課題

を残しております。

このような状況下におきまして当社グループは、既存顧客からの継続的な受注の確保と新製品投入による新規

マーケットの開拓に努めてまいりました。また、販売好調なケーブルテレビ局向け伝送路管理システムを扱う連結

子会社であるネクストキャディックス株式会社の出資比率引き上げにも取り組んでまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は583百万円（前年同四半期比12.5%減）、営業損失は

71百万円（前年同四半期は19百万円の損失）、経常損失は74百万円（前年同四半期は20百万円の損失）、四半期純

損失は75百万円（前年同四半期は37百万円の損失）となりました。

 

（2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,372百万円となり、前連結会計年度末に比べて183百万円減少しまし

た。これは、受取手形及び売掛金(純額)が221百万円減少し、流動資産その他が22百万円、仕掛品が10百万円それ

ぞれ増加したことが主な要因であります。

負債合計は1,027百万円となり、前連結会計年度末に比べて76百万円減少しました。これは、支払手形及び買掛

金が60百万円、未払法人税等が46百万円それぞれ減少し、流動負債その他が35百万円増加したことが主な要因であ

ります。

純資産合計は345百万円となり、前連結会計年度末に比べて107百万円減少しました。これは、利益剰余金が75百

万円、少数株主持分が53百万円減少し、資本剰余金が19百万円増加したことが主な要因であります。　

 

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は２百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,480,000

計 30,480,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,607,000 9,607,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株であり
ます。

計 9,607,000 9,607,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年６月30日 ― 9,607,000 ― 958,039 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 564,400
 

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,042,300
 

90,423 ─

単元未満株式 普通株式 300
 

― ─

発行済株式総数 9,607,000 ― ―

総株主の議決権 ― 90,423 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株(議決権44個)含ま

れております。

２　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成26年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

  平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ネクストウェア株式会社

大阪市中央区北久宝寺町
４－３－１１

564,400 ─ 564,400 5.87

計 ― 564,400 ─ 564,400 5.87
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ネクストウェア株式会社(E05151)

四半期報告書

 5/14



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成

26年４月１日から平成26年６月30日まで）は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成26年３月28日内閣府令第22号）附則第7条第２項により、第20条及び第22条第３号については、

改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、監査法人だいちによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 395,257 396,521

  受取手形及び売掛金（純額） ※1  535,791 ※1  314,191

  商品及び製品 2,019 4,030

  仕掛品 5,123 16,004

  原材料及び貯蔵品 259 267

  その他 76,190 99,026

  流動資産合計 1,014,642 830,041

 固定資産   

  有形固定資産 28,653 27,902

  無形固定資産   

   のれん 11,918 10,428

   その他 126,190 127,863

   無形固定資産合計 138,109 138,292

  投資その他の資産   

   保険積立金 139,823 142,224

   その他 ※1  235,169 ※1  234,267

   投資その他の資産合計 374,993 376,491

  固定資産合計 541,756 542,687

 資産合計 1,556,398 1,372,729

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 145,251 84,628

  短期借入金 255,000 252,220

  1年内返済予定の長期借入金 197,158 188,484

  未払法人税等 50,014 3,586

  その他 155,703 191,498

  流動負債合計 803,127 720,416

 固定負債   

  長期借入金 273,038 280,242

  退職給付に係る負債 18,698 18,060

  その他 8,498 8,482

  固定負債合計 300,235 306,784

 負債合計 1,103,363 1,027,200

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 958,039 958,039

  資本剰余金 - 19,090

  利益剰余金 △406,187 △481,216

  自己株式 △191,276 △191,276

  株主資本合計 360,576 304,638

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 13,890 15,343

  その他の包括利益累計額合計 13,890 15,343

 少数株主持分 78,568 25,545

 純資産合計 453,034 345,528

負債純資産合計 1,556,398 1,372,729
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 666,181 583,221

売上原価 480,863 444,196

売上総利益 185,318 139,024

販売費及び一般管理費 204,877 210,854

営業損失（△） △19,558 △71,830

営業外収益   

 受取利息 201 241

 受取配当金 457 395

 受取手数料 187 196

 助成金収入 1,296 -

 その他 182 3

 営業外収益合計 2,325 837

営業外費用   

 支払利息 2,776 2,984

 その他 739 546

 営業外費用合計 3,515 3,531

経常損失（△） △20,748 △74,524

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 - 450

 特別損失合計 - 450

税金等調整前四半期純損失（△） △20,748 △74,974

法人税、住民税及び事業税 13,165 1,559

法人税等調整額 215 425

法人税等合計 13,381 1,985

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △34,130 △76,960

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,836 △1,932

四半期純損失（△） △37,966 △75,028
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【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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △34,130 △76,960

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 5,254 1,453

 その他の包括利益合計 5,254 1,453

四半期包括利益 △28,875 △75,506

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △32,711 △73,574

 少数株主に係る四半期包括利益 3,836 △1,932
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

(退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及

び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

この変更による損益等への影響はありません。

 

(企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。）等が平成26年４月１日以降開始する連結会計年度の期首から適用できることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等（ただし、連結会計基準第39項に掲げ

られた定めを除く。）を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本

剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いた

しました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以降実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業統合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映

する方法に変更いたしました。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項（4）、連結会計基準第44-５項（4）及

び事業分離等会計基準第57-４項（4）に定める経過的な扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の資本剰余金が19,090千円増加しております。なお、この変更によ

る損益への影響はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

流動資産 6千円 6千円

投資その他の資産 1,300千円 1,750千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 10,565千円 10,566千円

のれんの償却額 1,489千円 1,489千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

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

該当事項はありません。　

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30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１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

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

該当事項はありません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

単一セグメントであるため、セグメント情報については記載しておりません。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純損失 4円20銭 8円30銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失(千円) 37,966 75,028

   普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

   普通株式に係る四半期純損失(千円) 37,966 75,028

    普通株式の期中平均株式数(株) 9,042,600 9,042,600
 

(注) １．平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月12日

ネクストウェア株式会社

取締役会  御中

 

監査法人だいち
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   奥   山   博   英   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   村   田   直   隆   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネクストウェア

株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日か

ら平成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネクストウェア株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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