
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年８月13日

上 場 会 社 名 ビープラッツ株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 4381 URL https://www.bplats.co.jp/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤田 健治

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 伊藤 淳一 (TEL) 03-6262-9427

四半期報告書提出予定日 2019年８月13日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 ％

2020年３月期第１四半期 124 ― △35 ― △33 ― △37 ―

2019年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
(注)包括利益 2020年３月期第１四半期 △37百万円( ―％) 2019年３月期第１四半期 ―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

2020年３月期第１四半期 △16.07 ―

2019年３月期第１四半期 ― ―

(注)１．当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半
期増減率については記載しておりません

　 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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 718 485 67.6

2019年３月期 ― ― ―
(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 471百万円 2019年３月期 507百万円

(注)当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2019年３月期の数値については記載しておりません。

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

2019年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年３月期 ―

2020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
　　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 856 ― 88 ― 89 ― 64 ― 27.86
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　

　

（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) 2020年３月期１Ｑ 2,303,200株 2019年３月期 2,302,560株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 296株 2019年３月期 296株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 2,302,432株 2019年３月期１Ｑ 2,244,234株
　

(注) 2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通株式）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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
（決算補足説明資料の入手方法）
　決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しています
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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

文中における将来に関する事項は、当第１四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、当社は、当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連

結累計期間及び前連結会計年度との比較分析は行っておりません。

経営成績の状況

　当社グループを取り巻く事業環境としては、シェアオフィスやカーシェア等に代表されるシェアリングエコノミ

ー、レンタルサービス、会員制サービス等の様々な業界の「所有から利用へ」という新たなビジネスモデルが世界

的に広く指向され、「サブスクリプション（継続）」型ビジネスへの転換・事業創出のニーズが高まってきており

ます。

　このような環境において、当社グループは創業以来「情報基盤の創造によって、より豊かな社会の実現に貢献す

る」ことを理念とし、「サブスクリプションをすべてのビジネスに」をテーマに、サブスクリプション統合プラッ

トフォーム「Bplats®」の開発・提供を一貫して行っております。サブスクリプション型ビジネスへの転換・事業創

出のニーズは各産業に通底するものであり、当社プラットフォームを展開しうる業域は広いため、今後も事業機会

は増加していくものと想定しております。

　このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間においても、増加していくサブスクリプション型ビジネスの

ニーズに対応するため、引き続き製品開発に注力するとともに、事業提携・販売パートナーの拡充等を推進してま

いりました。

　また、サブスクリプションビジネスについて中立的な立場で多面的に研究・著作・啓蒙活動を行うことを目的に、

2019年４月１日付で株式会社サブスクリプション総合研究所を新規設立するとともに、顧客中心のサブスクリプシ

ョンエコノミーで重要となる顧客が体験する価値、カスタマーサクセスを支えるサービスの立ち上げを目的に、

2019年６月３日付で株式会社サブスコアを新規設立し、両社を連結子会社としました。両社業績は、当第１四半期

連結累計期間の経営成績に含まれております。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は124,280千円、営業損失は35,888千円、経常損失は

33,868千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は37,001千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

財政状態の状況

(資産)

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は718,748千円となりました。

　流動資産は、316,175千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が221,763千円、売掛金が73,169千円です。

固定資産は、402,572千円となりました。主な内訳は、ソフトウエアが311,073千円、ソフトウエア仮勘定が

63,404千円です。

(負債)

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は233,227千円となりました。

流動負債は、173,399千円となりました。主な内訳は、短期借入金が50,000千円、１年内返済予定長期借入金が

45,616千円です。

　固定負債は、59,828千円となりました。主な内訳は、長期借入金が58,330千円です。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は485,520千円となりました。

　自己資本比率につきましては、67.6％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

連結業績予想につきましては、2019年８月13日付けで「連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」を

公表しておりますのでご参照ください。
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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)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 221,763

売掛金 73,169

仕掛品 3,880

貯蔵品 64

その他 17,297

流動資産合計 316,175

固定資産

有形固定資産

建物 17,595

減価償却累計額 △13,486

建物（純額） 4,108

工具、器具及び備品 20,362

減価償却累計額 △14,108

工具、器具及び備品（純額） 6,253

有形固定資産合計 10,362

無形固定資産

ソフトウエア 311,073

ソフトウエア仮勘定 63,404

無形固定資産合計 374,478

投資その他の資産合計 17,732

固定資産合計 402,572

資産合計 718,748

負債の部

流動負債

買掛金 20,320

短期借入金 50,000

1年内返済予定の長期借入金 45,616

未払法人税等 1,898

賞与引当金 6,154

その他 49,410

流動負債合計 173,399

固定負債

長期借入金 58,330

資産除去債務 1,498

固定負債合計 59,828

負債合計 233,227
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 483,840

資本剰余金 353,840

利益剰余金 △365,254

自己株式 △1,309

株主資本合計 471,117

非支配株主持分 14,403

純資産合計 485,520

負債純資産合計 718,748
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 124,280

売上原価 60,743

売上総利益 63,537

販売費及び一般管理費 99,426

営業損失（△） △35,888

営業外収益

受取利息 0

補助金収入 2,473

その他 67

営業外収益合計 2,540

営業外費用

支払利息 363

株式交付費 156

営業外費用合計 519

経常損失（△） △33,868

税金等調整前四半期純損失（△） △33,868

法人税、住民税及び事業税 278

法人税等調整額 3,151

法人税等合計 3,429

四半期純損失（△） △37,297

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △296

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △37,001
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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)
当第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純損失（△） △37,297

四半期包括利益 △37,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △37,001

非支配株主に係る四半期包括利益 △296
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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）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（譲渡制限付株式報酬制度としての新株式の発行）

当社は、2019年６月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度として新株式の発行を行うことに

ついて決議し、2019年７月24日に払込が完了いたしました。

１．発行の目的及び理由

当社は、2019年５月24日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」と

いいます。）に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役

及び当社執行役員（以下「対象取締役等」と総称します。）を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付

株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2019年６月25日開催の第13回

定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬（以下「譲渡

制限付株式報酬」といいます。）として、対象取締役に対して、年額20百万円以内の金銭報酬債権を支給する

こと及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として３年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とす

ることにつき、ご承認をいただいております。

２．発行の概要

（１） 払込期日 2019年７月24日

（２） 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 4,940株

（３） 発行価額 １株につき3,280円

（４） 発行総額 16,203,200円

（５） 資本組入額 １株につき1,640円

（６） 資本組入額の総額 8,101,600円

（７） 募集または割当方法 譲渡制限付株式を割り当てる方法

（８）
株式の割当ての対象者及びそ
の人数並びに割当てる株式の
数

当社の取締役（社外取締役を除く。）３名 4,025株
当社の執行役員 ３名 915株

（９） その他
本新株式発行については、金融商品取引法による
有価証券通知書を提出しております。
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