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(百万円未満切捨て)

1．2021年12月期第1四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年3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12月期第1四半期 1,399 11.8 555 53.9 567 50.5 384 49.2

2020年12月期第1四半期 1,251 9.0 361 34.1 377 40.8 257 42.1
(注) 包括利益 2021年12月期第1四半期 401百万円( 60.9％) 2020年12月期第1四半期 249百万円( 32.2％)

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12月期第1四半期 23.40 －
2020年12月期第1四半期 15.53 －

(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12月期第1四半期 6,838 5,715 83.6

2020年12月期 8,608 7,216 83.8
(参考) 自己資本 2021年12月期第1四半期 5,715百万円 2020年12月期 7,216百万円
　

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12月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2021年12月期 －

2021年12月期(予想) － 0.00 － 10.00 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12月期の連結業績予想（2021年1月1日～2021年12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 6,050 15.5 1,931 13.1 1,940 13.2 1,338 13.3 80.63
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

(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12月期1Ｑ 16,606,453株 2020年12月期 16,606,453株

② 期末自己株式数 2021年12月期1Ｑ 500,331株 2020年12月期 331株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期1Ｑ 16,433,899株 2020年12月期1Ｑ 16,599,669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
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
　決算補足説明資料はTDnet及び当社ウェブサイトにて同日開示しております。
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1.四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12月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,293,840 4,823,681

受取手形及び売掛金 1,370,614 1,076,376

仕掛品 153,376 145,137

原材料及び貯蔵品 3,073 3,094

その他 100,355 110,629

貸倒引当金 △1,120 △2,624

流動資産合計 7,920,138 6,156,294

固定資産

有形固定資産 454,454 433,159

無形固定資産 31,233 31,665

投資その他の資産

投資有価証券 16,541 13,688

繰延税金資産 88,624 107,807

その他 98,290 96,729

貸倒引当金 △915 △915

投資その他の資産合計 202,540 217,309

固定資産合計 688,229 682,135

資産合計 8,608,368 6,838,429
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 288,743 142,727

未払法人税等 280,526 214,349

賞与引当金 53,222 135,434

受注損失引当金 30,132 30,183

その他 565,653 429,017

流動負債合計 1,218,278 951,710

固定負債

資産除去債務 114,799 114,874

その他 58,471 56,616

固定負債合計 173,271 171,491

負債合計 1,391,550 1,123,202

純資産の部

株主資本

資本金 1,193,528 1,193,528

資本剰余金 1,103,528 1,103,528

利益剰余金 4,922,166 5,140,694

自己株式 △942 △1,738,442

株主資本合計 7,218,281 5,699,310

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,523 5,440

為替換算調整勘定 △8,987 10,477

その他の包括利益累計額合計 △1,463 15,917

純資産合計 7,216,818 5,715,227

負債純資産合計 8,608,368 6,838,429
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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1四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日
　至 2020年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日

　至 2021年3月31日)

売上高 1,251,919 1,399,370

売上原価 527,080 488,258

売上総利益 724,839 911,112

販売費及び一般管理費 363,690 355,399

営業利益 361,148 555,712

営業外収益

受取利息及び配当金 2,074 730

為替差益 3,331 12,694

補助金収入 10,800 200

その他 3,384 679

営業外収益合計 19,590 14,304

営業外費用

支払利息 732 548

損害賠償金 2,876 －

自己株式取得費用 － 1,913

その他 95 4

営業外費用合計 3,703 2,466

経常利益 377,035 567,550

税金等調整前四半期純利益 377,035 567,550

法人税、住民税及び事業税 143,532 201,224

法人税等調整額 △25,328 △18,263

法人税等合計 118,203 182,961

四半期純利益 258,832 384,589

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,037 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 257,795 384,589
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四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日
　至 2020年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日

　至 2021年3月31日)

四半期純利益 258,832 384,589

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 644 △2,083

為替換算調整勘定 △9,724 19,464

その他の包括利益合計 △9,079 17,380

四半期包括利益 249,753 401,970

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 248,783 401,970

非支配株主に係る四半期包括利益 970 －

　



6

(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）

　当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500,000株の取得を行っております。この結果、

当第1四半期連結累計期間において、自己株式が1,737,500千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において自己株

式が1,738,442千円となっております。

（セグメント情報等）

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

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益計

算書計上額
クラウド

ソリューション
事業

デジタル
トランスフォー
メーション事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 695,210 556,709 1,251,919 － 1,251,919

　セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 695,210 556,709 1,251,919 － 1,251,919

セグメント利益(注) 301,640 59,508 361,148 － 361,148

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)

1．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益計

算書計上額
クラウド

ソリューション
事業

デジタル
トランスフォー
メーション事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 779,946 619,424 1,399,370 － 1,399,370

　セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 779,946 619,424 1,399,370 － 1,399,370

セグメント利益(注) 376,569 179,143 555,712 － 555,712

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　


