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1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31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3四半期 1,846 △0.4 △355 ― △331 ― △236 ―

2020年3月期第3四半期 1,854 △12.7 △304 ― △272 ― △207 ―

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　△243百万円 （―％） 2020年3月期第3四半期　　116百万円 （―％）

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3四半期 △28.84 ―

2020年3月期第3四半期 △25.34 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第3四半期 7,057 5,271 74.7 642.97

2020年3月期 7,487 5,596 74.7 682.72

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 5,271百万円 2020年3月期 5,596百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

2021年3月期 ― 5.00 ―

2021年3月期（予想） 5.00 10.00

（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 5,500 6.8 470 △10.3 490 △11.4 330 △9.7 40.25

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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3Q 8,200,000 株 2020年3月期 8,200,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 2,064 株 2020年3月期 2,064 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 8,197,936 株 2020年3月期3Q 8,197,968 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

上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想に
関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。
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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３四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拡大による景気後退から持直しの動

きがあるものの、さらなる感染拡大により、経済活動が大きく鈍化することが懸念されています。

　情報サービス産業におきましては、売上高が前年を下回る月が続いております。ただし、新型コロナウイルス感

染症対策にともなうテレワーク環境の整備や、サイバーリスクに備えた情報セキュリティ対策強化への優先的な投

資傾向が強まっており、そのためのＩＴ投資が今後増加することが期待されます。〔経済産業省特定サービス産業

動態統計（2020年11月分確報）より〕

　こうした環境下、当社グループにおきましては、社会的認知度や信用力向上を目的として、2020年12月29日に東

京証券取引所市場第一部の銘柄に指定変更いたしております。また、ブランディング推進の一環としてシンボルビ

ジュアルを策定し、経営ビジョンやコーポレートメッセージに込めた想いをイメージ化させ、当社のあるべき姿、

目指すべき方向性を明示しております。

　事業面では、「アライアンス・Ｍ＆Ａの推進」「『UCARO®（ウカロ）』関連サービスの拡充」「事業横断サービ

スの開発」を本年度の重点課題として様々な施策に取組んでおります。

その方策として、大学横断型受験ポータルサイト『UCARO®』及びカスタマーサクセスマネジメントツール

『pottos®（ポトス）』のさらなる商材拡販と協業サービスの創造を目指し、スターティアラボ株式会社及びMtame 

株式会社との協業を開始いたしました。

　また、『UCARO®』ユーザ限定で『学研プライムゼミ』一部コンテンツを2021年３月31日まで無料提供しており、

『UCARO®』と学研グループとのユーザID連携を実現いたしました。これを契機として両社の協業をより一層深化さ

せ、データを活用した新たなサービスの開発提供をすすめてまいります。

　『UCARO®』の市場浸透状況は、導入校数が75校に拡大し、保護者向けサイト『UCARO® family』についても前年

比約２倍と順調に登録者数を伸ばしております。

　この他、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社と共同開発している金融事業者向け『マイナンバー管理シス

テム』と株式会社 Liquidが提供する、オンラインで本人確認を完結する『LIQUID eKYC』とのシステム連携をすす

めております。

　当第3四半期連結累計期間につきましては、教育業務における既存顧客との取引深耕や証券業務におけるサーバ

ーリプレイス開発案件等があったものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響による臨床事業に係る運用業務減少

等により、売上高は1,846,148千円（前年同四半期比 0.4%減）となりました。なお、臨床事業に係る運用業務にお

いては、概ね当初計画通りに推移しております。損益面では、減価償却費の増加等により、営業損失は355,262千

円（前年同四半期は営業損失304,224千円）となりました。また、投資事業組合運用損の増加等により経常損失は

331,915千円（同 経常損失272,770千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は236,462千円（同 親会社株主に

帰属する四半期純損失207,723千円）となりました。

　なお、当社グループの事業は、大学入試業務等をはじめとした売上高及び利益が第４四半期連結会計期間に急増

するといった特性があります。このため、第３四半期連結累計期間の売上高及び利益共に、低い水準にとどまり、

損失計上を余儀なくされる傾向にあります。

売上高の内訳は次のとおりであります。

＜システム運用＞

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による臨床事業に係る運用業務減少等があったものの、教育業務における既

存顧客との取引深耕等により、1,643,428千円（前年同四半期比 0.2%増）となりました。

＜システム開発及び保守＞

　医療システム用タブレットのアプリ開発の減少があったものの、証券業務におけるサーバーリプレイス開発案件

等により、194,767千円（同 0.9%増）となりました。

＜機械販売＞

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による医療システム用タブレット製品の販売減等により、7,952千円（同 

63.1%減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて430,172千円減の7,057,714千円となりまし

た。これは主に仕掛品の増加があったものの、売上債権の減少があったことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比べて104,314千円減の1,786,700千円となりました。これは主に未払法人税等の納

付による減少であります。

　純資産は、前連結会計年度末と比べて325,858千円減の5,271,013千円となりました。これは主に利益剰余金の減

少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の業績は、概ね当初予想どおりの推移であり、通期連結業績予想につきましては、

2020年４月30日に公表いたしました連結業績予想と変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,236,246 2,167,371

売掛金 2,067,214 535,380

有価証券 - 698

仕掛品 34,437 931,807

その他 92,979 146,894

貸倒引当金 △12,254 △3,095

流動資産合計 4,418,623 3,779,057

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 127,039 117,425

工具、器具及び備品（純額） 96,386 138,159

リース資産（純額） 226,024 165,851

建設仮勘定 - 3,859

有形固定資産合計 449,450 425,295

無形固定資産

ソフトウエア 538,698 547,448

リース資産 4,599 733

ソフトウエア仮勘定 87,240 234,872

その他 5,339 5,697

無形固定資産合計 635,877 788,751

投資その他の資産

投資有価証券 1,674,054 1,653,980

繰延税金資産 26,426 129,238

差入保証金 154,088 152,704

その他 129,366 128,686

投資その他の資産合計 1,983,935 2,064,609

固定資産合計 3,069,263 3,278,656

資産合計 7,487,887 7,057,714

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 206,064 170,229

短期借入金 120,012 239,964

リース債務 93,472 74,096

未払金 67,131 59,590

未払費用 83,860 89,859

未払法人税等 190,161 6,934

賞与引当金 129,990 70,097

その他 230,000 65,609

流動負債合計 1,120,693 776,381

固定負債

長期借入金 89,949 449,985

リース債務 168,928 119,906

退職給付に係る負債 511,444 440,428

固定負債合計 770,322 1,010,319

負債合計 1,891,015 1,786,700

純資産の部

株主資本

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 692,722 692,722

利益剰余金 3,744,460 3,426,018

自己株式 △656 △656

株主資本合計 5,073,725 4,755,283

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 523,145 515,730

その他の包括利益累計額合計 523,145 515,730

純資産合計 5,596,871 5,271,013

負債純資産合計 7,487,887 7,057,714
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 1,854,207 1,846,148

売上原価 1,448,162 1,497,007

売上総利益 406,045 349,140

販売費及び一般管理費 710,269 704,402

営業損失（△） △304,224 △355,262

営業外収益

受取利息 568 526

受取配当金 23,616 24,828

受取手数料 890 880

違約金収入 8,748 -

その他 1,645 8,976

営業外収益合計 35,468 35,211

営業外費用

支払利息 2,686 3,418

投資事業組合運用損 1,055 7,442

その他 272 1,003

営業外費用合計 4,014 11,865

経常損失（△） △272,770 △331,915

特別損失

固定資産除却損 2,711 729

事務所移転費用 16,935 -

特別損失合計 19,646 729

税金等調整前四半期純損失（△） △292,417 △332,644

法人税、住民税及び事業税 5,353 3,362

法人税等調整額 △90,047 △99,544

法人税等合計 △84,694 △96,182

四半期純損失（△） △207,723 △236,462

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △207,723 △236,462

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純損失（△） △207,723 △236,462

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 324,202 △7,415

その他の包括利益合計 324,202 △7,415

四半期包括利益 116,479 △243,878

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,479 △243,878

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）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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