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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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 ％

2021年3月期第2四半期 4,301 △7.2 130 △55.2 149 △53.1 92 △54.4

2020年3月期第2四半期 4,633 △1.5 291 20.8 318 22.2 203 △7.4

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　408百万円 （115.7％） 2020年3月期第2四半期　　189百万円 （△50.8％）

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

2021年3月期第2四半期 12.35 ―

2020年3月期第2四半期 26.37 ―

(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 ％

2021年3月期第2四半期 5,366 3,451 64.3

2020年3月期 5,251 3,207 61.1

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 3,451百万円 2020年3月期 3,207百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 22.00 22.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021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 10,330 6.8 650 △9.9 690 △9.5 434 △12.4 57.84

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

2021年３月期の業績予想につきましては、2020年５月15日に公表いたしましたものから変更はございません。

2021年３月期第２四半期の業績については、本日開示した「2021年３月期第２四半期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照ください。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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） 2021年3月期2Q 9,210,960 株 2020年3月期 9,210,960 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,708,123 株 2020年3月期 1,708,123 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 7,502,837 株 2020年3月期2Q 7,705,453 株

※ 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

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、実際の業績は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界規模での拡大

により、急速かつ大幅に悪化しました。経済活動は再開されましたが、依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。

当社グループが属する情報サービス業界におきましては、引き続き、クラウドコンピューティング、AI、IoT、ビ

ッグデータ、RPAなどの先端的技術を活用した「DX（デジタルトランスフォーメーション）」推進の動きが活発化し

ており、企業の競争力強化のためのIT投資意欲拡大が期待されます。

当第２四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響下、官公庁、通信向けがそれぞれ順調

に推移しましたが、クレジット、金融、公営競技向けの減少をカバーできず、4,301百万円（前年同期比7.2％減）

と前年同期を下回りました。

利益面は、原価率及び販管費率が前年同期比でそれぞれ1.6ポイント及び1.7ポイント上昇したことから、営業利

益は130百万円（前年同期比55.2％減）、経常利益は149百万円（前年同期比53.1％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は92百万円（前年同期比54.4％減）と減益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ115百万円増加

し、5,366百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金1,301百万円、受取手形及び売掛金1,858百万円、

投資有価証券1,141百万円であります。

負債につきましては、買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ128百万円減少し、1,915百万円となりまし

た。その主な内訳は、買掛金277百万円、短期借入金300百万円、退職給付に係る負債448百万円であります。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ243百万円増加し、

3,451百万円となりました。その主な内訳は、資本金1,000百万円、利益剰余金2,897百万円であります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.2ポイント上昇し64.3

％となりました。

（キャッシュフローの状況）

当第２四半期連結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）の残高は、前連結会計年度末

と比較して315百万円増加して、1,301百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、551百万円(前年同期は 1,082百万円の獲得)となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益 149百万円、売上債権の減少 789百万円等による資金の増加があったことに対し、たな

卸資産の増加 154百万円、法人税等の支払額 169百万円等による資金の減少が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）

投資活動の結果使用した資金は、70百万円(前年同期は 64百万円の使用)となりました。これは主に、パソコ

ン等の有形固定資産の取得による支出 9百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 51百万円等

による資金の減少が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）

財務活動の結果使用した資金は、165百万円(前年同期は 876百万円の使用)となりました。これは、配当金の

支払額 164百万円によるものであります。
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（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、2020年５月15日の「2020年３月期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績

予想を据え置いておりますが、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今

後のさまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う当社グループへの影響につきまして、今後業績予想の変更が必要

な場合には速やかにお知らせいたします。
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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)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 985,802 1,301,643

受取手形及び売掛金 2,648,104 1,858,749

仕掛品 54,242 208,556

その他 56,391 78,550

貸倒引当金 △2,627 △1,847

流動資産合計 3,741,913 3,445,651

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 329,598 329,598

減価償却累計額 △169,557 △177,108

建物及び構築物（純額） 160,041 152,490

工具、器具及び備品 220,543 230,426

減価償却累計額 △154,379 △166,189

工具、器具及び備品（純額） 66,163 64,236

リース資産 18,301 16,893

土地 32,998 32,998

その他 3,582 3,582

減価償却累計額 △3,394 △3,489

その他（純額） 188 93

有形固定資産合計 277,692 266,711

無形固定資産

のれん 75,443 58,678

ソフトウエア 30,381 174,880

ソフトウエア仮勘定 120,529 221

その他 3,386 3,351

無形固定資産合計 229,741 237,132

投資その他の資産

投資有価証券 681,720 1,141,032

繰延税金資産 65,444 11,722

敷金及び保証金 216,586 225,914

その他 38,416 38,489

投資その他の資産合計 1,002,167 1,417,160

固定資産合計 1,509,601 1,921,004

資産合計 5,251,514 5,366,655
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 338,834 277,116

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 3,097 3,097

未払法人税等 150,117 64,318

賞与引当金 190,567 267,721

その他 486,171 368,844

流動負債合計 1,468,787 1,281,097

固定負債

リース債務 17,034 15,485

繰延税金負債 - 56,682

退職給付に係る負債 441,007 448,561

資産除去債務 92,375 92,730

その他 25,070 21,000

固定負債合計 575,487 634,459

負債合計 2,044,274 1,915,557

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

利益剰余金 2,969,784 2,897,367

自己株式 △1,062,090 △1,062,090

株主資本合計 2,907,694 2,835,277

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 292,046 610,717

退職給付に係る調整累計額 7,498 5,103

その他の包括利益累計額合計 299,545 615,820

純資産合計 3,207,240 3,451,098

負債純資産合計 5,251,514 5,366,655
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 4,633,338 4,301,430

売上原価 3,625,219 3,432,119

売上総利益 1,008,118 869,310

販売費及び一般管理費 716,212 738,572

営業利益 291,905 130,738

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 11,602 12,198

助成金収入 9,058 24

その他 5,972 6,425

営業外収益合計 26,637 18,653

営業外費用

支払利息 173 148

支払手数料 192 -

営業外費用合計 365 148

経常利益 318,177 149,243

特別損失

固定資産除却損 556 90

会員権売却損 150 -

特別損失合計 706 90

税金等調整前四半期純利益 317,471 149,152

法人税、住民税及び事業税 126,279 85,687

法人税等調整額 △11,978 △29,180

法人税等合計 114,301 56,507

四半期純利益 203,170 92,645

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 203,170 92,645
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 203,170 92,645

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,564 318,670

退職給付に係る調整額 △3,065 △2,395

その他の包括利益合計 △13,630 316,275

四半期包括利益 189,540 408,920

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 189,540 408,920

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 317,471 149,152

減価償却費 30,485 42,084

のれん償却額 16,765 16,765

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,209 △779

賞与引当金の増減額（△は減少） 51,607 77,154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,249 4,101

受注損失引当金の増減額（△は減少） 410 -

受取利息及び受取配当金 △11,607 △12,203

支払利息 173 148

売上債権の増減額（△は増加） 1,214,108 789,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,611 △154,313

仕入債務の増減額（△は減少） △5,442 △61,717

その他 △241,501 △140,260

小計 1,214,400 709,486

利息及び配当金の受取額 11,607 12,203

利息の支払額 △147 △143

法人税等の支払額 △143,332 △169,784

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,082,528 551,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △12,876 △9,881

無形固定資産の取得による支出 △50,090 △51,648

投資有価証券の取得による支出 △1,243 -

敷金及び保証金の差入による支出 △218 △9,476

敷金及び保証金の回収による収入 304 148

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,125 △70,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △712,192 -

配当金の支払額 △164,048 △165,062

財務活動によるキャッシュ・フロー △876,241 △165,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,161 315,840

現金及び現金同等物の期首残高 1,062,894 985,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,205,056 1,301,643
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（４）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。
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