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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25期

第２四半期
累計期間

第26期
第２四半期
累計期間

第25期

会計期間
自　平成27年６月１日
至　平成27年11月30日

自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日

自　平成27年６月１日
至　平成28年５月31日

売上高 (千円) 289,217 283,981 753,386

経常利益 (千円) 26,610 11,077 115,546

四半期（当期）純利益 (千円) 24,520 7,455 101,100

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) 1,780,000 3,560,000 1,780,000

純資産額 (千円) 1,082,758 1,154,259 1,160,190

総資産額 (千円) 1,208,967 1,301,978 1,318,049

１株当たり四半期（当
期）純利益金額

(円) 7.71 2.34 31.79

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) ― ― 7.50

自己資本比率 (％) 89.6 88.7 88.0

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） 4,161 △59,769 169,030

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △26,327 63,868 △168,058

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（千円） △3,974 △11,692 △4,058

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 165,435 180,894 188,488
 

 

回次
第25期

第２四半期
会計期間

第26期
第２四半期
会計期間

会計期間
 自　平成27年９月１日

至　平成27年11月30日
 自　平成28年９月１日
至　平成28年11月30日

１株当たり四半期純利
益金額

（円） 11.71 1.78
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(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25期の１株当たり配当額には、創業25周年記念配当2.50円を含んでおります。

６．当社は、平成28年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っておりますが、第25

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

 

２ 【事業の内容】

当第２四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２四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２四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。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期累計期間(平成28年６月１日から平成28年11月30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って企業収益や雇用・所得環境に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調にあるもの

の、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動がわが国経済に影響を及ぼす可能性があり、先行きは不透明であり

ます。

当社を取り巻く環境につきましては、公共投資全般は底堅い動きとなっており、とりわけ安心・安全、防災対策

強化等に係る予算措置によって防災や防犯に係る公共投資は総じて堅調に推移しております。その一方で、開発技

術者の不足感は強まりつつあり、人材確保の面では厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社は、地方自治体等の防災・防犯分野を重点的に営業展開し、受注獲得に努めるととも

に、大規模災害時の情報共有システムや大学との共同研究による救命救急に関するシステム等、安心・安全に関わ

る新たなシステムの開発にも注力いたしました。

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高については、防災関連のクラウド利用料収入は増加したものの、納

期が第３四半期以降になる案件が多かったことから受託開発売上が減少し、283,981千円（前年同四半期比1.8％

減）となりました。

利益面では、外注費の減少により売上高総利益率が向上し、売上総利益は151,135千円（前年同四半期比10.8％

増）となりましたが、人件費や支払手数料等の販売費及び一般管理費が増加したため、営業利益は7,465千円（前年

同四半期比66.0％減）、四半期純利益は7,455千円（前年同四半期比69.6％減）となりました。

なお、当社事業は顧客の決算期である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２四半期会計期間末における総資産は、1,301,978千円となり、前事業年度末と比較して16,070千円の減少と

なりました。これは主に、金銭の信託が100,000千円増加した一方で、現金及び預金が107,593千円減少したことに

よるものであります。

負債は、147,719千円となり、前事業年度末と比較して10,139千円の減少となりました。これは主に、買掛金が

19,174千円増加した一方で、未払法人税等が11,733千円、未払消費税等が13,507千円、それぞれ減少したことによ

るものであります。

純資産は、1,154,259千円となり、前事業年度末と比較して5,931千円の減少となりました。これは主に、利益剰

余金が4,470千円減少したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて7,593千

円減少し、180,894千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、59,769千円（前年同四半期は4,161千円の獲

得）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が60,624千円あったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、63,868千円（前年同四半期は26,327千円の支

出）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が20,000千円あった一方で、有価証券の償還に

よる収入が78,000千円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、11,692千円（前年同四半期比7,718千円増）と

なりました。これは、配当金の支払によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、7,525千円であります。

なお、当第２四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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年1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
100株

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28年９月１日～
平成28年11月30日

― 3,560,000 ― 363,950 ― 353,450
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(6) 【大株主の状況】

平成28年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ディキャピタル 大阪府大阪市北区堂島２丁目２番２号 234,800 6.60

近　藤　浩　代 兵庫県西宮市 220,600 6.20

宮　崎　正　伸 大阪府泉大津市 195,500 5.49

岡　本　茂　明 兵庫県神戸市灘区 150,000 4.21

西　岡　淳 兵庫県宝塚市 112,000 3.15

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 78,300 2.20

クレディ・スイス証券株式会社 東京都港区六本木１丁目６番１号 62,769 1.76

徳　永　道　太 兵庫県西宮市 43,200 1.21

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 36,700 1.03

松　本　浩　一 大阪府堺市南区 34,300 0.96

計 ― 1,168,169 32.81
 

(注) 　上記のほか当社所有の自己株式379,712株（10.67％）があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年11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) 普通株式 　　379,700 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  3,177,700 31,777 ―

単元未満株式
普通株式　　 　2,600

　
― ―

発行済株式総数 3,560,000 ― ―

総株主の議決権 ― 31,777 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成28年11月30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
２丁目２番21号

379,700 ─ 379,700 10.67

計 ― 379,700 ─ 379,700 10.67
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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。

 

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２四半期会計期間(平成28年９月１日から平成28年

11月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年６月１日から平成28年11月30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。　

EDINET提出書類

株式会社ドーン(E05289)

四半期報告書

 9/18



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５月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 678,488 570,894

  売掛金 51,433 60,171

  有価証券 70,201 30,016

  金銭の信託 - 100,000

  商品 - 8,533

  仕掛品 16,307 67,880

  貯蔵品 2,496 3,014

  その他 21,689 18,565

  貸倒引当金 △51 △60

  流動資産合計 840,564 859,015

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 4,135 3,970

   工具、器具及び備品（純額） 2,734 2,917

   有形固定資産合計 6,870 6,888

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2,983 2,642

   その他 230 230

   無形固定資産合計 3,214 2,873

  投資その他の資産   

   投資有価証券 413,782 393,580

   その他 53,618 39,620

   投資その他の資産合計 467,400 433,200

  固定資産合計 477,484 442,962

 資産合計 1,318,049 1,301,978
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年５月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 18,362 37,537

  未払法人税等 18,345 6,612

  未払消費税等 15,284 1,777

  賞与引当金 - 7,082

  その他 50,671 44,393

  流動負債合計 102,664 97,403

 固定負債   

  長期未払金 27,430 27,430

  その他 27,763 22,886

  固定負債合計 55,193 50,316

 負債合計 157,858 147,719

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 474,770 470,300

  自己株式 △36,618 △36,618

  株主資本合計 1,155,552 1,151,081

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 4,638 3,177

  評価・換算差額等合計 4,638 3,177

 純資産合計 1,160,190 1,154,259

負債純資産合計 1,318,049 1,301,978
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高 ※2  289,217 ※2  283,981

売上原価 152,837 132,845

売上総利益 136,379 151,135

販売費及び一般管理費 ※1  114,439 ※1  143,670

営業利益 21,940 7,465

営業外収益   

 受取利息 149 82

 受取配当金 10 12

 有価証券利息 2,256 2,148

 助成金収入 2,068 1,262

 その他 185 106

 営業外収益合計 4,670 3,611

経常利益 26,610 11,077

特別損失   

 固定資産除却損 3 0

 特別損失合計 3 0

税引前四半期純利益 26,606 11,077

法人税等 2,086 3,621

四半期純利益 24,520 7,455
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 26,606 11,077

 減価償却費 1,715 1,716

 固定資産除却損 3 0

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 8

 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,769 7,082

 受取利息及び受取配当金 △159 △94

 有価証券利息 △2,256 △2,148

 売上債権の増減額（△は増加） 6,851 △8,738

 たな卸資産の増減額（△は増加） △26,623 △60,624

 差入保証金の増減額（△は増加） - 8,416

 仕入債務の増減額（△は減少） △5,340 19,174

 未払金の増減額（△は減少） 1,175 △5,211

 預り金の増減額（△は減少） △4,881 △3,056

 未払消費税等の増減額（△は減少） △7,629 △13,507

 前受収益の増減額（△は減少） △229 △5,725

 その他 6,470 4,936

 小計 2,466 △46,693

 利息及び配当金の受取額 2,763 2,930

 法人税等の支払額 △1,438 △16,006

 法人税等の還付額 369 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,161 △59,769

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の償還による収入 - 78,000

 有形固定資産の取得による支出 △898 △1,993

 無形固定資産の取得による支出 - △408

 投資有価証券の取得による支出 △30,000 △20,000

 貸付金の回収による収入 4,571 8,270

 投資活動によるキャッシュ・フロー △26,327 63,868

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △3,974 △11,692

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,974 △11,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,140 △7,593

現金及び現金同等物の期首残高 191,575 188,488

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  165,435 ※  180,894
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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２四半期累計期間
(自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日)

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四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)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

(自　平成27年６月１日
至　平成27年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日)

給料手当 56,768千円 68,168千円

賞与引当金繰入額 2,604千円 2,668千円
 

 

※２ 売上高の季節的変動

前第２四半期累計期間(自　平成27年６月１日　至　平成27年11月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成28年６

月１日　至　平成28年11月30日)

当社事業は、顧客の決算期である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)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係　

 
前第２四半期累計期間

(自　平成27年６月１日
至　平成27年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日)

現金及び預金勘定 426,755 千円 570,894 千円

有価証券勘定 83,791 千円 30,016 千円

金銭の信託勘定 100,000 千円 100,000 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △375,000 千円 △490,000 千円

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △70,112 千円 △30,016 千円

現金及び現金同等物 165,435 千円 180,894 千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自　平成27年６月１日　至　平成27年11月30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27年８月26日
定時株主総会

普通株式 3,975 2.50 平成27年５月31日 平成27年８月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四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２四半期累計期間(自　平成28年６月１日　至　平成28年11月30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
 

 

２．基準日が当第２四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２四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、記載しておりません。

 

 
(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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間

(自　平成27年６月１日
至　平成27年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年６月１日
至　平成28年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 7円71銭 2円34銭

（算定上の基礎）   

　四半期純利益金額(千円) 24,520 7,455

　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) 24,520 7,455

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

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

２　当社は、平成28年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって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、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

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１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28年６月１日から平成29年５月31日までの第26期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年９月１日から平成28年

11月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年６月１日から平成28年11月30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、四半期キャッシュ・フロー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28年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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