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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５期

第３四半期
連結累計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日

営業収益 (千円) 900,562

経常損失（△） (千円) △433,047

親会社株主に帰属する
四半期純損失（△）

(千円) △477,732

四半期包括利益 (千円) △481,336

純資産額 (千円) 1,926,377

総資産額 (千円) 3,035,921

１株当たり四半期純損失金額（△） (円) △35.98

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

(円) －

自己資本比率 (％) 63.4
 

　

回次
第５期

第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

１株当たり四半期純損失金額（△） (円) △16.90
 

(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．当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期連結累計期

間、前連結会計年度及び前第３四半期連結会計期間の経営指標等については、記載は行っておりません。

３．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

４．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、当第３四半期連結累計期間については、新株予約

権の残高はありますが、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。
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２ 【事業の内容】

当第３四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

なお、当社は、第１四半期連結会計期間においてグラフィック制作におけるクラウドソーシングのノウハウ獲得、

及びゲーム業界内での事業基盤の確立等を目的として、既存株主からの株式買取により株式会社SeAL（以下、SeAL

社）を連結子会社化（発行済み株式の100.0%を取得）しております。

SeAL社は、当社同様、クラウドソーシングを通してグラフィックやイラスト制作等を行っているため、SeAL社の事

業はクラウドソーシング事業に区分されます。
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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、本書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであり

ます。

なお、当社は、第１四半期連結会計期間から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末との比較分析は行っておりません。

 
（１）業績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、中国を中心とした新興国経済の減速や、原油価格の低調推

移、個人消費の停滞等、依然として景気の先行きは不透明な状態が続いております。

そのような経済環境において、従来の正社員中心の雇用に代わり、フリーランス等、多様な働き方を求める機運

が高まっております。情報処理推進機構の『IT人材白書2016』によると、「自己のライフプランに合わせるため

（自分自身のため）」を目的としてフリーランスになったIT人材の内、83.3%の人がその目的を実現できたと感じ

ている等、新しい働き方を選択した際の満足度は相対的に高く、今後もますます多様な働き方が広がっていくこと

が見込まれます。

このような環境下、当社グループは『"働く"を通して人々に笑顔を』というミッションのもと、多様な働き方の

選択肢を提供すべく事業を推進してまいりました。

プラットフォームサービスにおいては、評価や獲得報酬額等、定められた基準を満たしたクラウドワーカーに、

仕事能力の高いプロフェッショナルとして認定する「プロクラウドワーカー」制度が定着したことで、主要な職種

で、プロクラウドワーカーの契約単価の高額化が進みました。また、エンタープライズサービスにおいては事業基

盤の強化を継続したことで、リピートクライアントからの安定発注が増加し、収益のストック化がより一層進んで

おります。

以上により営業収益は順調に拡大している一方で、将来的な業容拡大を見込んで引き続き投資を続けたことや、

連結子会社に係るのれんの減損損失32,798千円を計上したことにより、四半期純損失を計上しております。

上記の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は900,562千円、営業損失は434,726千円、経常損失は

433,047千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は477,732千円となりました。

 
（２）財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、3,035,921千円となりました。

流動資産は2,809,909千円となり、主な内訳は現金及び預金が2,320,582千円、未収入金が185,148千円となってお

ります。

固定資産は226,011千円となり、主な内訳は有形固定資産が76,178千円、投資その他の資産が147,319千円となっ

ております。

当第３四半期連結会計期間末における負債は、1,109,543千円となりました。

流動負債は1,061,708千円となり、主な内訳は、未払金が190,311千円、預り金が632,938千円となっております。

固定負債は47,835千円となり、主な内訳は、資産除去債務が37,431千円となっております。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は1,926,377千円となりました。

 
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 
（５）従業員数

提出会社の状況

当第３四半期連結累計期間において、事業の拡大に伴い期中採用が増加したため従業員数が34名増加しておりま

す。

 
（６）主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、本社の移転に伴い主要な設備の新設44,405千円を行っております。
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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 40,000,000

計 40,000,000
 

 

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６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月10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 13,277,660 13,277,660
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は100株でありま
す。

計 13,277,660 13,277,660 ― ―
 

　

 
(2) 【新株予約権等の状況】

 該当事項ありません。

 

(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６月30日 ― 13,277,660 ― 1,690,680 ― 1,648,680
 

 
(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。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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) － ― －

完全議決権株式(その他)
　　　 普通株式

13,275,100
132,751

「１(１)②発行済株式」の「内容」
の記載を参照

単元未満株式
普通株式

2,560
― －

発行済株式総数 13,277,660 ― ―

総株主の議決権 ― 132,751 ―
 

（注）当第３四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認識できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成28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】

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）に基づいて作成しております。

なお、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、比較情報は記載しておりません。

 

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３四半期連結会計期間(平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年10月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期連結財務

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。
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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)

          
当第３四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,320,582

  売掛金 155,528

  未収入金 185,148

  預け金 40,185

  営業投資有価証券 68,264

  その他 40,200

  流動資産合計 2,809,909

 固定資産  

  有形固定資産 76,178

  無形固定資産 2,513

  投資その他の資産 147,319

  固定資産合計 226,011

 資産合計 3,035,921

負債の部  

 流動負債  

  短期借入金 80,000

  1年内返済予定の長期借入金 5,165

  未払金 190,311

  未払法人税等 7,010

  預り金 632,938

  その他 146,283

  流動負債合計 1,061,708

 固定負債  

  資産除去債務 37,431

  その他 10,403

  固定負債合計 47,835

 負債合計 1,109,543

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 1,690,680

  資本剰余金 1,648,680

  利益剰余金 △1,411,025

  株主資本合計 1,928,335

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △3,604

  その他の包括利益累計額合計 △3,604

 新株予約権 1,647

 純資産合計 1,926,377

負債純資産合計 3,035,921
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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３四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

営業収益 900,562

営業費用 1,335,288

営業損失（△） △434,726

営業外収益  

 受取利息 179

 業務受託手数料 450

 講演料・原稿料等収入 1,508

 その他 679

 営業外収益合計 2,816

営業外費用  

 支払利息 1,038

 株式交付費 90

 その他 10

 営業外費用合計 1,138

経常損失（△） △433,047

特別損失  

 減損損失 32,798

 特別損失合計 32,798

税金等調整前四半期純損失（△） △465,846

法人税、住民税及び事業税 1,769

法人税等調整額 10,115

法人税等合計 11,885

四半期純損失（△） △477,732

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △477,732
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純損失（△） △477,732

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △3,604

 その他の包括利益合計 △3,604

四半期包括利益 △481,336

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △481,336

 非支配株主に係る四半期包括利益 －
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【注記事項】

（連結の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、株式会社SeALの全株式を取得したため、同社を連結の範囲に含めております。

 
（会計方針の変更）

（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。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、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しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後に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結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させる方法に変更しております。

　

（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32号　平成28年６月17日）を当第３四半期連結会計期間より適用し、平成28年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物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。

これによる損益に与える影響はありません。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四

半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 12,071千円

のれん償却額 5,788千円
 

 

(株主資本等関係)

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28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３四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３四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】

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年６月30日)

当社の報告セグメントは、「クラウドソーシング事業」のみであり、その他の事業セグメントは開示の重要性が

乏しいため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり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。

 

項目
当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △35.98

(算定上の基礎)  

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) △477,732

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額（△）(千円)

△477,732

普通株式の期中平均株式数(株) 13,277,660

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)　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、新株予約権の残高がありますが、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 【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28年８月10日

株式会社クラウドワークス

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   百　　井　　俊　　次

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   矢　　部　　直　　哉

 

 

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クラウ

ドワークスの平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成28年４月１日

から平成28年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年10月１日から平成28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、株式会社クラウドワークス及び連結子会社の平成28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３四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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