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 (百万円未満切捨て) 

１．2021年３月期第１四半期の業績（2020年４月１日～2020年６月30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 ％ 

2021年３月期第１四半期 675 △5.3 22 △17.4 25 △16.7 17 △43.0 

2020年３月期第１四半期 712 △9.7 27 ― 30 ― 30 △91.5 
  

 
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１四半期 5.91 4.30 

2020年３月期第１四半期 10.37 6.38 
 

 

（２）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１四半期 1,917 696 36.3 

2020年３月期 1,821 649 35.7 
 

(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 696 百万円  2020年３月期 649 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 ― 0.00 0.00 

2021年３月期 ―     

2021年３月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00 
 
(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月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３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) 1,365 △4.8 58 △21.6 60 △22.7 50 △37.3 17.00 

通期 3,000 0.9 250 2.5 255 2.5 240 0.9 81.61 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
 

 
  



 

 

※ 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) 2021年３月期１Ｑ 2,941,740 株 2020年３月期 2,941,740 株 

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 1,098 株 2020年３月期 1,098 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 2,940,642 株 2020年３月期１Ｑ 2,940,714 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。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。 
なお、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「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

 

 
  



 

 

○添付資料の目次 

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２ 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２ 

２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………３ 

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３ 

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５ 

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………６ 

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６ 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………………６ 

（会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示） ………………………………………６ 

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………６ 

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………６ 

 

 
  



 

 

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 

当社の事業分野である情報サービス市場における当第１四半期累計期間の概況につきましては、新型コロナウイ

ルス感染拡大による政府の非常事態宣言を受け、全国的に経済が停滞したことにより情報サービス業においても多

少の影響を受けておりますが、ＩＴ関連への投資需要は一部の事業領域においては縮小傾向にあるものの、順調な

分野も多く、全体的な動向は比較的堅調に推移いたしました。 

   このような事業環境下、当社の主要な事業領域である通信・クラウド関連領域では比較的安定して案件を受注し

ましたが、組込み領域における車載・自動運転等の領域においては受注は減少しました。経済活動の自粛期間中に

おいても、テレワーク等の勤務形態を実施することにより受注案件の作業を継続しており、社員の安全面に配慮し

つつ、得意分野である通信領域におけるクラウド関連開発等、公共・自治体向け開発案件等において業績の安定維

持を図ってまいりました。 

   以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は675,187千円となり、前年同期比37,587千円（△5.3％）の減収と

なりました。営業利益は22,656千円と前年同期比4,759千円（△17.4％）の減益、経常利益は25,729千円と前年同期

比5,143千円（△16.7％）の減益となりました。また、前事業年度より継続して行っている保有株式の一部売却によ

り投資有価証券売却損7,581千円を特別損失に計上した結果、四半期純利益は17,392千円と前年同期比13,114千円

（△43.0％）の減益となりました。 

なお、当社はシステム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるため、セグメントご

との記載を省略しております。 

 

（２）財政状態に関する説明 

     （資産の部） 

当第１四半期会計期間末の資産の部は1,917,697千円であり、前事業年度末の1,821,817千円に比べ、95,879千円

増加しています。主な内訳は現金及び預金264,749千円の増加、並びに預け金89,828千円、売掛金46,416千円のそ

れぞれ減少であります。 

  （負債の部） 

 当第１四半期会計期間末の負債の部は1,221,618千円であり、前事業年度末の1,171,931千円に比べ、49,687千

円増加しています。主な内訳は未払費用118,859千円の増加、並びに賞与引当金49,722千円、買掛金11,506千円の

それぞれ減少であります。 

   （純資産の部） 

当第１四半期会計期間末の純資産の部は696,078千円であり、前事業年度末の649,886千円に比べ、46,192千円増

加しています。主な内訳は四半期純利益17,392千円の計上、その他有価証券評価差額金28,799千円の増加でありま

す。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

世界的規模での新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況の悪化に伴い、当社事業も少なからず影響を受け

ています。そのような中、ＩＴテクノロジー企業は景気回復の起爆剤としての役割を担っていく必要があり、当社

も市場の変化にスピーディかつ柔軟に対応するためのマーケット戦略を再考することとしました。 

ついては、当事業年度における売上高は3,000百万円（前期比0.9％増）、営業利益は250百万円（前期比2.5％

増）、経常利益は255百万円（前期比2.5％増）、当期純利益は240百万円（前期比0.9％増）を予定しております。 

詳細は、本日公表の「業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

 
  



 

 

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 
(2020年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2020年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 980,227 1,244,977 

  売掛金 359,903 313,487 

  仕掛品 455 16,640 

  前払費用 6,465 9,898 

  預け金 89,828 - 

  その他 59,865 1,431 

  流動資産合計 1,496,745 1,586,434 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 12,560 12,370 

   構築物（純額） 0 0 

   工具、器具及び備品（純額） 219 184 

   土地 64,185 64,185 

   有形固定資産合計 76,965 76,740 

  無形固定資産   

   電話加入権 904 904 

   無形固定資産合計 904 904 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 136,659 146,255 

   繰延税金資産 92,895 90,260 

   その他 19,565 19,020 

   貸倒引当金 △1,919 △1,919 

   投資その他の資産合計 247,201 253,616 

  固定資産合計 325,071 331,262 

 資産合計 1,821,817 1,917,697 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 69,270 57,764 

  短期借入金 200,000 200,000 

  未払金 27,874 17,539 

  未払費用 28,507 147,366 

  未払法人税等 1,694 332 

  預り金 6,624 7,401 

  賞与引当金 108,614 58,891 

  その他 50,856 48,980 

  流動負債合計 493,442 538,277 

 固定負債   

  関係会社長期借入金 190,000 190,000 

  退職給付引当金 480,623 485,909 

  役員退職慰労引当金 5,364 4,931 

  長期預り保証金 2,500 2,500 

  固定負債合計 678,488 683,340 

 負債合計 1,171,931 1,221,618 

 
  



 

 

           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2020年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2020年６月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 80,000 80,000 

  資本剰余金   

   資本準備金 20,000 20,000 

   資本剰余金合計 20,000 20,000 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    別途積立金 10,000 10,000 

    繰越利益剰余金 533,377 550,770 

   利益剰余金合計 543,377 560,770 

  自己株式 △1,550 △1,550 

  株主資本合計 641,826 659,219 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 8,059 36,859 

  評価・換算差額等合計 8,059 36,859 

 純資産合計 649,886 696,078 

負債純資産合計 1,821,817 1,917,697 

 
  



 

 

（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 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年６月30日) 

売上高 712,774 675,187 

売上原価 568,000 539,355 

売上総利益 144,774 135,831 

販売費及び一般管理費 117,358 113,174 

営業利益 27,416 22,656 

営業外収益   

 受取利息 - 0 

 受取配当金 3,062 2,658 

 受取賃貸料 1,344 992 

 その他 3 256 

 営業外収益合計 4,410 3,907 

営業外費用   

 支払利息 523 613 

 賃貸費用 189 221 

 支払手数料 240 - 

 その他 0 - 

 営業外費用合計 953 835 

経常利益 30,873 25,729 

特別利益   

 投資有価証券売却益 195 - 

 特別利益合計 195 - 

特別損失   

 投資有価証券売却損 - 7,581 

 特別損失合計 - 7,581 

税引前四半期純利益 31,068 18,148 

法人税、住民税及び事業税 560 755 

法人税等合計 560 755 

四半期純利益 30,507 17,392 

 
  



 

 

（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。 

 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

     該当事項はありません。 

 

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示） 

 該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

     当社はシステム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるため、セグメント情報の

開示を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

     該当事項はありません。 

 


