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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26期

第１四半期
累計期間

第27期
第１四半期
累計期間

第26期

会計期間

自　平成28年
　　６月１日
至　平成28年
　　８月31日

自　平成29年
　　６月１日
至　平成29年
　　８月31日

自　平成28年
　　６月１日
至　平成29年
　　５月31日

売上高 (千円) 150,083 127,415 788,077

経常利益又は経常
損失（△）

(千円) 2,762 △14,810 131,351

四半期（当期）純
利益又は四半期純
損失（△）

(千円) 1,784 △15,003 89,760

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 363,950 363,950 363,950

発行済株式総数 (株) 3,560,000 3,560,000 3,560,000

純資産額 (千円) 1,149,198 1,205,648 1,236,242

総資産額 (千円) 1,277,253 1,328,296 1,394,738

１株当たり四半期
（当期）純利益金
額又は四半期純損
失金額（△）

(円) 0.56 △4.72 28.22

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 5.00

自己資本比率 (％) 90.0 90.8 88.6
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかか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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．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。

５．第26期の１株当たり配当額には、株式上場15周年記念配当１円を含んでおります。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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１四半期累計期間において、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１四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、当第１四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。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間(平成29年６月１日から平成29年８月31日まで)におけるわが国経済は、政府の経済対策や

日銀の金融緩和等の効果により、企業収益や雇用情勢に改善傾向が続き、緩やかな回復基調で推移いたしました

が、海外経済の不確実性や地政学的リスクの高まりから、先行き不透明な状況が続いております。

当社を取り巻く環境につきましては、国の防災・減災強化の方針に基づき、関連予算の執行が進められており公

共投資は堅調に推移しております。

このような状況の下、当社は、「NET119緊急通報システム」を始めとする防災関連のクラウドサービスの全国的

普及を目指して拡販に努めるとともに、電力会社の設備管理系システムや地方自治体の防災・防犯関連システムの

受託開発案件の受注獲得に注力いたしました。また、東北大学等と共同でドローンを活用した山岳捜索支援システ

ムの開発にも着手いたしました。

以上の結果、売上高については、クラウド利用料の収入は増加したものの、当第１四半期会計期間に納期が到来

した受託開発が少なかったこと等により受託開発売上が伸び悩み、127,415千円（前年同四半期比15.1％減）となり

ました。

利益面では、売上高の減少と原価率の上昇（前年同四半期比4.6ポイント上昇）の影響により、売上総利益が前年

同四半期比23.0％減となったため、営業損失15,682千円（前年同四半期は営業利益1,477千円）、経常損失14,810千

円（前年同四半期は経常利益2,762千円）、四半期純損失15,003千円（前年同四半期は四半期純利益1,784千円）と

なりました。

なお、当社事業は顧客の決算期が集中する３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高

が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に季節変動があります。

また、当社は地理及び位置情報事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、1,328,296千円となり、前事業年度末と比較して66,441千円の減少と

なりました。これは主に、売掛金が56,870千円減少したことによるものであります。

負債は、122,647千円となり、前事業年度末と比較して35,847千円の減少となりました。これは主に、未払法人税

等が38,225千円減少したことによるものであります。

純資産は、1,205,648千円となり、前事業年度末と比較して30,594千円の減少となりました。これは、四半期純損

失の計上や配当金の支払により利益剰余金が減少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１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期累計期間において、研究開発費の発生はありません。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 9,000,000

計 9,000,000
 

 

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29年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年10月12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 3,560,000 3,560,000
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 3,560,000 3,560,000 ― ―
 

 

(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29年６月１日～
平成29年８月31日

― 3,560,000 ― 363,950 ― 353,450
 

 

(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。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」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29年５月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成29年５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) 普通株式 　379,700 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,177,900 31,779 ―

単元未満株式 普通株式　　　2,400 ― ―

発行済株式総数 3,560,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,779 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成29年５月31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(％)

株式会社ドーン 神戸市中央区磯上通二丁目２番21号 379,700 ─ 379,700 10.67

計 ― 379,700 ─ 379,700 10.67
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ドーン(E05289)

四半期報告書

 5/14



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。

 

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１四半期会計期間(平成29年６月１日から平成29年

８月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年６月１日から平成29年８月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、東陽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

当社は子会社を有していないため、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29年５月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 850,447 710,031

  売掛金 110,230 53,359

  有価証券 10,002 60,410

  金銭の信託 - 100,000

  仕掛品 14,939 21,647

  貯蔵品 3,014 2,709

  その他 21,577 22,737

  貸倒引当金 △110 △53

  流動資産合計 1,010,100 970,842

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 3,806 3,728

   工具、器具及び備品（純額） 2,873 3,084

   有形固定資産合計 6,680 6,812

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,899 1,629

   その他 230 230

   無形固定資産合計 2,130 1,859

  投資その他の資産   

   投資有価証券 335,837 310,377

   その他 39,989 38,404

   投資その他の資産合計 375,827 348,782

  固定資産合計 384,637 357,454

 資産合計 1,394,738 1,328,296
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年５月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 16,426 8,160

  未払法人税等 40,305 2,079

  未払消費税等 13,542 5,756

  賞与引当金 - 11,004

  その他 38,191 43,256

  流動負債合計 108,465 70,257

 固定負債   

  長期未払金 27,430 27,430

  その他 22,599 24,960

  固定負債合計 50,029 52,390

 負債合計 158,495 122,647

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 363,950 363,950

  資本剰余金 353,450 353,450

  利益剰余金 552,604 521,699

  自己株式 △36,618 △36,618

  株主資本合計 1,233,386 1,202,481

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 2,856 3,167

  評価・換算差額等合計 2,856 3,167

 純資産合計 1,236,242 1,205,648

負債純資産合計 1,394,738 1,328,296
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ドーン(E05289)

四半期報告書

 8/14



(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６月１日
　至 平成28年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成29年８月31日)

売上高 ※  150,083 ※  127,415

売上原価 76,080 70,426

売上総利益 74,003 56,988

販売費及び一般管理費 72,525 72,670

営業利益又は営業損失（△） 1,477 △15,682

営業外収益   

 受取利息 46 31

 受取配当金 12 7

 有価証券利息 1,131 819

 その他 94 13

 営業外収益合計 1,284 871

経常利益又は経常損失（△） 2,762 △14,810

特別損失   

 固定資産除却損 0 44

 特別損失合計 0 44

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 2,762 △14,855

法人税等 977 148

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,784 △15,003
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第１四半期累計期間
(自　平成29年６月１日
至　平成29年８月31日)

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。
 

 

 

(四半期損益計算書関係)

※売上高の季節的変動

前第１四半期累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日)及び当第１四半期累計期間（自　平成29年

６月１日　至　平成29年８月31日）

当社事業は、顧客の決算期が集中する３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高が偏

重する傾向があることから、各四半期の業績に季節的変動があります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半期累計期

間に係る減価償却費（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。

 

 
　

前第１四半期累計期間
(自　平成28年６月１日

　 至　平成28年８月31日）

当第１四半期累計期間
(自　平成29年６月１日

  至　平成29年８月31日）

減価償却費 785千円           818千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自　平成28年６月１日　至　平成28年８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８月25日
定時株主総会

普通株式 11,926 7.50 平成28年５月31日 平成28年８月26日 利益剰余金
 

（注）　平成28年８月25日定時株主総会の配当金につきましては、創業25周年記念配当２円50銭を含んでおります。

 

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。

 

当第１四半期累計期間(自　平成29年６月１日　至　平成29年８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29年８月29日
定時株主総会

普通株式 15,901 5.00  平成29年５月31日 平成29年８月30日 利益剰余金
 

（注）　平成29年８月29日定時株主総会の配当金につきましては、株式上場15周年記念配当１円を含んでおります。

 

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。

 

(持分法損益等)

関連会社が存在しないため、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】

当社は地理及び位置情報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又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間

(自　平成28年６月１日
至　平成28年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年６月１日
至　平成29年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金
額（△）

56銭 △4円72 銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
(千円)

1,784 △15,003

　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又は四半期純
損失金額（△）(千円)

1,784 △15,003

　普通株式の期中平均株式数(株) 3,180,288 3,180,288
 

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

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

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29年10月12日

株式会社ドーン

取締役会  御中

　東陽監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　橋　田　　光　正　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士　　川　越　　宗　一　　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ドーン

の平成29年６月１日から平成30年５月31日までの第27期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年６月１日から平成29年

８月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年６月１日から平成29年８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、株式会社ドーンの平成29年８月31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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