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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10期

第３四半期累計期間
第９期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 （千円） 692,670 845,237

経常利益 （千円） 188,747 271,905

四半期（当期）純利益 （千円） 124,548 174,816

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 265,600 100,000

発行済株式総数 （株） 2,200,000 10,000

純資産額 （千円） 1,224,521 855,773

総資産額 （千円） 1,720,501 1,263,485

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 62.05 87.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 59.50 －

１株当たり配当額 （円） － 8,700.00

自己資本比率 （％） 71.2 67.7

 

回次
第10期

第３四半期会計期間

会計期間
自　平成28年10月１日
至　平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.66

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４　当社は、平成28年12月22日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額は新規上場日から当第３四半期会計期間末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定し

ております。また、第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの、非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

５　当社は、第９期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第９期第３四半期累

計期間に係る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。

６　当社は、平成28年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。なお、

１株当たり配当額において、第９期については当該株式分割前の実際の１株当たり配当額を記載しておりま

す。
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２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、平成28年11月18日提出の有価証券届出書

に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社

は、前第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は

行っておりません。

 

（１）業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国経済の減速や米国新政権の今後の政策への懸念など、先行

きは依然として不透明感はあるものの、企業収益や雇用環境に改善がみられ緩やかな回復基調を持続しておりま

す。

　当社が属するＩＴ業界は、クラウドサービス市場の拡大を背景として、クラウドサービスの利用拡大が顕著と

なっております。当社製品・サービスを展開するワークフローソフトウェア市場につきましても、クラウドサー

ビス及びワークフローソフトウェアの需要拡大を背景に堅調に推移いたしました。

　このような状況の中で、当社はワークフローソフトウェアメーカーとして、全国主要都市でのパートナー企業

との共同セミナーの開催及び、市場優位性を確保するためのワークフローソフトウェアの機能強化、並びに急速

に拡大するクラウドサービス市場のシェア獲得に向けたクラウドビジネスの拡大に注力してまいりました。

　また、全国での運用支援体制を強化するため、開発技術者向けの資格認定制度を新設し、アライアンスパート

ナーの獲得に注力してまいりました。

　これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は692百万円、営業利益は198百万円、経常利益は188百万円、

四半期純利益は124百万円となりました。

　なお、当社の事業はワークフロー事業の単一セグメントのため、製品・サービス別の業績の概要を記載してお

ります。

 

（パッケージソフト）

　企業向けワークフローパッケージソフト「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」・「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」の販売及び保守を提

供しており、売上はフローとストックに分類されます。

　フローは、ライセンス販売（初期ライセンス及び追加ライセンス）及び各種オプションサービス、教育サービ

ス等の役務提供の売上であります。

　ストックは、ライセンスに付随する保守（ライセンスサービス）、各種オプションサービスに付随する保守の

売上であります。

　パッケージソフトは、「ＡｇｉｌｅＷｏｒｋｓ」の新規パートナー企業の拡大や、平成27年９月に実施した

「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」のバージョンアップ及び全国主要都市でのセミナーの実施により、導入企業数が順調に推移

しました。その結果、当第３四半期累計期間のフロー売上高は297百万円、ストック売上高は278百万円となり、

パッケージソフト全体の売上高は、576百万円となりました。

 

（クラウドサービス）

　企業向けワークフローパッケージソフト「Ｘ－ｐｏｉｎｔ」をインターネット上で提供しており、売上はフ

ローとストックに分類されます。

　フローは、初期費用及び各種オプションサービス、教育サービス等の役務提供の売上であります。

　ストックは、月額利用料（通常の月額利用料+オプション利用料）の売上であります。

　クラウドサービスは、クラウドサービス市場の成長を背景として、人員を増強する等の販売体制を強化したこ

とにより、新規導入企業数が順調に推移しました。その結果、当第３四半期累計期間のフロー売上高は15百万

円、ストック売上高は100百万円となり、クラウドサービス全体の売上高は、116百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期会計期間末の資産合計は1,720百万円となり、前事業年度末に比べ457百万円の増加となりまし

た。これは、主に増資等により現金及び預金が486百万円増加したこと等によるものであります。

 

（負債）

　当第３四半期会計期間末の負債合計は495百万円となり、前事業年度末に比べ88百万円の増加となりました。

これは、主に未払法人税等が39百万円、前受収益が15百万円、退職給付引当金が15百万円増加したこと等による

ものであります。

 

（純資産）

　当第３四半期会計期間末の純資産合計は1,224百万円となり、前事業年度末に比べ368百万円の増加となりまし

た。これは、増資により資本金、資本剰余金がそれぞれ165百万円、利益剰余金が37百万円増加したことによる

ものであります。

 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 6,400,000

計 6,400,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月３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 2,200,000 2,200,000
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 2,200,000 2,200,000 ― ―

　（注）　当社は、平成28年12月22日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。

 

（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28年10月１日

（注）１
1,990,000 2,000,000 ― 100,000 ― 100,000

平成28年12月22日

（注）２
200,000 2,200,000 165,600 265,600 165,600 265,600

　（注）１　平成28年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行い、これに伴い発行済株式総数が増加して

おります。

２　平成28年12月22日の発行済株式総数の増加は有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）によるも

のであります。

発行価格　　　　　1,800円

引受価額　　　　　1,656円

資本組入額　　　　　828円

払込金総額　　331,200千円
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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28年12月31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） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　2,200,000 22,000 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 2,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 22,000 ―

　（注）１　当社は、平成28年12月22日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。

２　当社は上場にあたり、平成28年12月21日を払込期日として、有償一般募集により200,000株を新規に発行い

たしました。これにより、完全議決権株式（その他）の株式数は普通株式2,200,000株、議決権の数は

22,000個となっております。

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

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３四半期会計期間（平成28年10月１日から平成28

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 637,899 1,124,833

売掛金 206,046 152,823

電子記録債権 21,861 15,635

その他 28,278 19,631

流動資産合計 894,086 1,312,924

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） 134,073 123,359

その他（純額） 14,288 11,216

有形固定資産合計 148,361 134,576

無形固定資産   

ソフトウエア 175,781 223,274

無形固定資産合計 175,781 223,274

投資その他の資産 45,256 49,725

固定資産合計 369,399 407,576

資産合計 1,263,485 1,720,501

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,833 3,718

未払法人税等 11,701 50,948

前受収益 196,695 211,901

賞与引当金 25,702 17,192

その他 70,664 96,589

流動負債合計 311,596 380,348

固定負債   

退職給付引当金 26,174 41,407

役員退職慰労引当金 3,708 7,833

資産除去債務 66,232 66,389

固定負債合計 96,114 115,630

負債合計 407,711 495,979

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 265,600

資本剰余金 100,000 265,600

利益剰余金 655,773 693,321

株主資本合計 855,773 1,224,521

純資産合計 855,773 1,224,521

負債純資産合計 1,263,485 1,720,501
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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）

 
 当第３四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 692,670

売上原価 177,952

売上総利益 514,718

販売費及び一般管理費 316,204

営業利益 198,513

営業外収益  

受取利息 3

その他 392

営業外収益合計 396

営業外費用  

上場関連費用 10,162

営業外費用合計 10,162

経常利益 188,747

税引前四半期純利益 188,747

法人税、住民税及び事業税 65,510

法人税等調整額 △1,311

法人税等合計 64,198

四半期純利益 124,548
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による、当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

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。）は、次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間

（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 92,767千円

 

（株主資本等関係）

当第３四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月23日

定時株主総会
普通株式 87,000 8,700.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金

 

２　基準日が当第３四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３四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　株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成28年12月22日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場し、平成28年12月21日を払込期日とする

有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）により、200,000株を新規に発行いたしました。この結

果、当第３四半期累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ165,600千円増加し、当第３四半期会計

期間末において資本金及び資本剰余金がそれぞれ265,600千円となっております。

 

（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

　　当社は、ワークフロー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 62円05銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 124,548

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利益金額（千円） 124,548

普通株式の期中平均株式数（株） 2,007,273

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 59円50銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 86,030

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

－

　（注）１　当社は、平成28年10月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。期首に当該株式分

割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２　当社株式は、平成28年12月22日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額は新規上場日から当第３四半期会計期間末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算

定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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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29年２月３日

株式会社エイトレッド

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 日高　真理子　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中井　清二　　　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」に掲げられている株式会社エイト

レッドの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第10期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エイトレッドの平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期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おりません。
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