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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第１四半期の業績（平成29年１月１日～平成29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 ％

29年12月期第１四半期 133 － △14 － △14 － △14 －

28年12月期第１四半期 109 － △14 － △16 － △16 －
　

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

29年12月期第１四半期 △10.83 －

28年12月期第１四半期 △12.61 －

（注）当社は平成28年12月期より決算期を３月31日から12月31日に変更しました。これに伴い当第１四半期（平成29

年１月１日から平成29年３月31日）と、比較対象となる前第１四半期（平成28年4月１日から平成28年６月30

日）の期間が異なるため、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）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年12月期第１四半期 864 692 80.0

28年12月期 911 713 78.3

(参考)自己資本 29年12月期第１四半期 691 百万円 28年12月期 712 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

28年12月期 － 0.00 － 5.00 5.00

29年12月期 －

29年12月期(予想) 0.00 － 5.00 5.00

(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29年12月期の業績予想（平成29年１月１日～平成29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

第２四半期(累計) 317 － 17 － 17 － 17 － 12.79

通期 640 － 30 － 27 － 27 － 20.70

（注）1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

２.当社は、平成28年度より決算期を３月31日から12月31日に変更しております。従いまして、決算期変更の経

過期間となる平成28年12月期の業績については、９カ月間（平成28年４月１日～平成28年12月31日）となっ

ております。このため対前期増減率については記載しておりません。
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※ 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) 29年12月期１Ｑ 1,344,100株 28年12月期 1,344,100株

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 14,095株 28年12月期 14,095株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 1,330,005株 28年12月期１Ｑ 1,329,965株

　

※ 四半期決算短信は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あたっての注意

事項等については、添付資料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

当社は、平成29年４月28日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。当日使用する決

算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用環境等の改善により緩やかな回復基調にあるものの、為替相場

や株式市場が不安定な状況で推移しております。

当社は、平成28年度から始まった「第二の創業期」を加速すべく、３月の定時株主総会において役員の一部変更

を決議し、経営体制の強化を図るとともに、４月以降開始する新規事業であるエンタープライズ向けビデオソリュ

ーション「QUMU」の事業展開の準備を進めてまいりました。

当第1四半期累計期間の売上高は、133百万円、営業損失14百万円、経常損失14百万円、四半期純損失14百万円と

なりました。

なお、当社は前期より決算日を３月31日から12月31日に変更しました。これに伴い当第１四半期（平成29年１月

１日から平成29年３月31日）と、比較対象となる前第１四半期（平成28年４月１日から平成28年６月30日）の期間

が異なるため、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。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

[LMS事業]

LMS事業につきましては、期末予算消化促進に向けたペーパーレス会議システム導入キャンペーンの展開、法人向

け学習管理システム「iStudy LMS」関連の新規案件成約に注力してまいりましたが、法人向け学習管理システム

「iStudy LMS」関連の新規案件獲得が計画通り進まず、フロー型売上は計画を下回りました。一方、ストック型売

上については、平成28年12月までの新規獲得が増加したことにより、売上高は好調に推移いたしました。

その結果、売上高82百万円、セグメント損失14百万円となりました。

[研修サービス事業]

研修サービス事業につきましては、オラクル認定研修向け期末キャンペーン及び法人向けeラーニング学習コンテ

ンツ利用促進キャンペーンを展開いたしましたが、申込みの反応が鈍く売上高は計画を下回りました。

その結果、売上高51百万円、セグメント損失0.4百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第1四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べて46百万円減少し、864百万円となりました。これは、主

に現金及び預金28百万円の増加、売掛金68百万円の減少によるものであります。負債は、前事業年度末に比べて25

百万円減少し、172百万円となりました。これは主に買掛金11百万円、前受収益13百万円の減少によるものでありま

す。純資産は、前事業年度末に比べて21百万円減少し692百万円となりました。これは、主に利益剰余金21百万円の

減少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

平成29年１月３１日に公表しました「平成28年１２月期決算短信（非連結）」の業績予想より変更はございませ

ん。
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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
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 151,087 179,665

売掛金 135,402 67,367

商品及び製品 550 149

前払費用 13,169 10,534

関係会社短期貸付金 250,000 250,000

その他 29,913 27,834

流動資産合計 580,122 535,552

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 13,972 13,466

工具、器具及び備品（純額） 4,626 3,999

有形固定資産合計 18,598 17,466

無形固定資産

ソフトウエア 20,035 21,306

その他 3,285 1,350

無形固定資産合計 23,321 22,657

投資その他の資産

敷金及び保証金 82,150 81,829

長期前払費用 207,431 207,355

その他 100 100

投資その他の資産合計 289,682 289,284

固定資産合計 331,602 329,409

資産合計 911,725 864,962
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 27,308 16,143

未払金 14,241 10,512

未払法人税等 － 1,039

未払消費税等 4,131 3,922

前受金 6,349 5,746

前受収益 103,911 90,740

その他 920 3,221

流動負債合計 156,862 131,326

固定負債

長期預り敷金 41,075 40,914

固定負債合計 41,075 40,914

負債合計 197,938 172,241

純資産の部

株主資本

資本金 350,614 350,614

資本剰余金 326,429 326,429

利益剰余金 48,222 27,155

自己株式 △12,523 △12,523

株主資本合計 712,742 691,675

新株予約権 1,045 1,045

純資産合計 713,787 692,720

負債純資産合計 911,725 864,962
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 109,132 133,942

売上原価 58,084 86,819

売上総利益 51,047 47,122

販売費及び一般管理費

役員報酬 7,290 7,290

給料手当及び賞与 25,999 22,382

法定福利費 4,094 3,670

広告宣伝費及び販売促進費 346 2,763

賃借料 5,154 4,536

支払報酬 5,124 4,590

減価償却費 1,816 856

その他 15,410 15,956

販売費及び一般管理費合計 65,235 62,045

営業損失（△） △14,187 △14,922

営業外収益

受取利息 467 463

無効ユニット収入 53 109

その他 80 6

営業外収益合計 601 578

営業外費用

証券事務取扱手数料 2,708 －

その他 404 －

営業外費用合計 3,112 －

経常損失（△） △16,698 △14,343

税引前四半期純損失（△） △16,698 △14,343

法人税、住民税及び事業税 72 72

法人税等調整額 － －

法人税等合計 72 72

四半期純損失（△） △16,771 △14,416
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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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
調整額

財務諸表
計上額LMS事業

研修サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 68,536 40,596 109,132 ― 109,132

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 68,536 40,596 109,132 ― 109,132

セグメント利益又はセ
グメント損失（△）

△17,007 2,819 △14,187 ― △14,187

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

３.報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント名称の変更）

当第１四半期より、管理区分の見直しに伴い従来の「iLearning事業」セグメントを「LMS事業」に、「Learning

事業」セグメントを「研修サービス事業」に名称変更しております。

　

（セグメント区分の変更）

当第１四半期より、管理区分の見直しに伴い、従来「iLearning事業」に属しておりましたeラーニング及びコン

テンツ関連事業を「研修サービス事業」セグメントの区分に変更しております。

　
Ⅰ 当第１四半期累計期間(自 平成29年1月１日 至 平成29年3月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）

報告セグメント
調整額

財務諸表
計上額LMS事業

研修サービス
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 82,894 51,048 133,942 ― 133,942

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 82,894 51,048 133,942 ― 133,942

セグメント損失（△） △14,493 △428 △14,922 ― △14,922

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

３.報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。
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