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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 8,197 6.8 924 227.2 958 211.5 661 407.1

2020年３月期 7,677 10.1 282 △63.9 307 △63.7 130 △90.8
(注) 包括利益 2021年３月期 839百万円( ―％) 2020年３月期 △662百万円( ―％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 33.53 33.52 14.2 15.3 11.3

2020年３月期 6.61 6.61 2.7 4.6 3.7
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 ―百万円 2020年３月期 ―百万円
　

　

（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 6,550 4,974 75.6 250.97

2020年３月期 5,990 4,369 72.6 220.51
(参考) 自己資本 2021年３月期 4,950百万円 2020年３月期 4,348百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 506 134 △287 2,412

2020年３月期 1,008 △381 △322 2,066
　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 236 181.5 4.9

2021年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 236 35.8 5.1

2022年３月期(予想) ― 0.00 ― 13.00 13.00 36.1

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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
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

第２四半期(累計) 4,299 6.5 532 20.6 549 22.8 381 25.3 19.32
通 期 8,750 10.8 1,020 27.5 1,055 28.7 710 28.2 36.00

　　



※ 注記事項

（１）期中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) ： 有

新規 ―社 (社名) ―、除外 1社 (社名)株式会社アック
　

(注) 詳細は、添付資料P12「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項（連結の範囲又は
持分法適用の範囲の変更）」をご覧ください。

　

（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 20,400,000株 2020年３月期 20,400,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期 675,728株 2020年３月期 680,200株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 19,720,131株 2020年３月期 19,719,800株

　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 6,766 5.8 784 372.0 815 335.0 569 ―

2020年３月期 6,397 △1.1 166 △79.6 187 △77.4 49 △96.4
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期 28.86 28.85

2020年３月期 2.49 2.49
　

　

（２）個別財政状態

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 6,124 4,797 78.2 242.90

2020年３月期 5,446 4,263 78.1 215.85

(参考) 自己資本 2021年３月期 4,790百万円 2020年３月期 4,256百万円
　

　

２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022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 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,583 11.8 478 20.7 340 25.9 17.24
通 期 7,300 14.1 925 25.0 638 26.8 32.35

　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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
判断した一定の前提に基づいており、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。
　業績予想に関しては、添付資料P３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が停滞する中で感

染が再拡大を見せており、企業活動や個人消費等への更なる影響が懸念される状況にあります。また、世界経済

においても新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような経済環境のもと、当社グループが属する情報サービス産業においては、「デジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）推進に向けたデジタル需要」と「新型コロナウイルス対策としてのデジタル需要」への対応

が求められていますが、同時に「景気悪化による企業のＩＴ投資抑制」の懸念が交錯する市場環境となっており

ます。また、経済産業省が公表したＤＸレポートにも書かれている通り、ＤＸとデジタル社会の実現に向けた変

革の加速が企業には求められており、企業のデジタル化が加速していくことが予測されます。

　このような中で、当社グループは、ＥＲＰ(基幹システム)、ＣＲＭ（顧客関係管理）、ＣＢＰ（弊社独自のプ

ラットフォーム）による企業の経営・業務システムにおけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進ビ

ジネスを展開しております。

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高8,197,365千円（前年同期比6.8%増）、営業利益

924,037千円（同227.2%増）、経常利益958,825千円（同211.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益661,247千

円（同407.1%増）となりました。

業務区分別の業績については、次のとおりであります。

a 基幹システム及び周辺ソリューション

製造業・小売業向けのＥＲＰ・ＣＲＭシステム導入支援業務を中心に、売上高は8,058,038千円（前年同期比

6.7％増）となりました。

b その他

ツール・ライセンスの販売等により、売上高は139,326千円（前年同期比9.5％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

①資産

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ560,569千円増加し6,550,960千円となりまし

た。

（流動資産）

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ365,478千円増加し、4,171,589千円となりました。これは主に現

金及び預金が275,534千円、売掛金が174,636千円増加し、有価証券が100,698千円減少したこと等によるものであ

ります。

（固定資産）

固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ195,090千円増加し、2,379,370千円となりました。これは主に投

資有価証券が286,940千円増加し、顧客関連資産が46,798千円、のれんが51,968千円減少したこと等によるもので

あります。

②負債

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ45,289千円減少し、1,575,991千円となりまし

た。

（流動負債）

流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ28,646千円減少し、1,214,738千円となりました。これは主に未払

消費税等が195,895千円、買掛金が83,712千円減少し、未払法人税等が237,024千円増加したこと等によるもので

あります。
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（固定負債）

固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ16,642千円減少し、361,253千円となりました。これは主に長期借

入金が23,903千円、繰延税金負債が685千円減少し、資産除去債務が1,772千円増加したこと等によるものであり

ます。

③純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ605,858千円増加し、4,974,968千円とな

りました。これは主に利益剰余金が424,610千円、その他有価証券評価差額金が199,136千円増加したこと等によ

るものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ346,060千円増加し2,412,436千円（前連結会

計年度2,066,375千円）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が966,236千円（前連結会計年度257,453千円）

と前年同期と比べ708,783千円の増益となりましたが、売上債権の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払い等によ

り、506,731千円（前連結会計年度1,008,441千円）と前年同期と比べ収入が501,709千円の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入、定期預金の払戻による収入、及び有形固定

資産の取得による支出等により、134,517千円（前連結会計年度△381,535千円）と前年同期と比べ収入が516,053千

円の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△287,472千円（前連結会計年度△322,683千

円）と前年同期と比べ支出が35,210千円の減少となりました。

（４）今後の見通し

今後のわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が停滞する中で感染が再拡大を見せてお

り、企業活動や個人消費等への更なる影響が懸念される状況にあります。また、世界経済においても新型コロナウイ

ルス感染症の影響は大きく、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。

　情報サービス業界における新型コロナウイルス感染症の影響については、企業の設備投資への冷え込みが予測され

る懸念がある一方で、「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進に向けたデジタル需要」と「新型コロナウ

イルス対策としてのデジタル需要」に向けたＩＴ投資が加速する可能性もあり、この両面を見据えた的確な経営判断

が求められる状況が続くものと想定されます。

　当社グループは今後もＥＲＰ、ＣＲＭ、ＣＢＰ（弊社独自のプラットフォーム）による企業の経営・業務システム

におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進ビジネスを積極的に推進してまいります。

2022年３月期の業績見通しは、売上高8,750,000千円（前年同期比10.8%増）、営業利益1,020,000千円（同27.5%

増）、経常利益1,055,000千円（同28.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益710,000千円（同28.2%増）を見込ん

でおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、企業間の比較可能性等を考慮し、当面は日本基準を採用する予定です。 なお、IFRS適用につきま

しては、外部動向等を踏まえながら、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,136,901 2,412,436

売掛金 1,391,196 1,565,832

有価証券 100,698 ―

仕掛品 26,420 17,871

前払費用 73,958 102,026

その他 77,061 82,914

貸倒引当金 △126 △9,492

流動資産合計 3,806,111 4,171,589

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 209,825 224,195

減価償却累計額 △69,557 △72,458

建物附属設備（純額） 140,267 151,736

工具、器具及び備品 85,346 80,412

減価償却累計額 △61,796 △59,652

工具、器具及び備品（純額） 23,550 20,759

建設仮勘定 2,431 ―

有形固定資産合計 166,250 172,496

無形固定資産

ソフトウエア 12,040 7,445

顧客関連資産 245,424 198,625

のれん 262,176 210,207

その他 36 36

無形固定資産合計 519,677 416,316

投資その他の資産

投資有価証券 1,123,069 1,410,009

長期前払費用 40,492 49,440

繰延税金資産 15,165 11,929

敷金及び保証金 218,471 213,473

保険積立金 82,979 86,938

その他 18,173 18,767

投資その他の資産合計 1,498,352 1,790,558

固定資産合計 2,184,280 2,379,370

資産合計 5,990,391 6,550,960
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 416,302 332,589

1年内返済予定の長期借入金 27,396 ―

未払金 86,967 81,287

未払費用 95,568 121,560

未払法人税等 89,048 326,073

未払消費税等 230,177 34,281

品質保証引当金 21,009 18,109

受注損失引当金 5,636 5,636

賞与引当金 125,515 175,079

役員賞与引当金 8,885 6,982

その他 136,876 113,137

流動負債合計 1,243,385 1,214,738

固定負債

長期借入金 43,193 19,289

繰延税金負債 239,140 238,455

資産除去債務 76,274 78,046

その他 19,287 25,462

固定負債合計 377,895 361,253

負債合計 1,621,281 1,575,991

純資産の部

株主資本

資本金 562,520 562,520

資本剰余金 206,412 205,461

利益剰余金 3,676,265 4,100,876

自己株式 △579,839 △576,027

株主資本合計 3,865,359 4,292,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 492,347 691,484

為替換算調整勘定 △9,215 △34,196

その他の包括利益累計額合計 483,132 657,287

新株予約権 6,946 6,946

非支配株主持分 13,672 17,903

純資産合計 4,369,110 4,974,968

負債純資産合計 5,990,391 6,550,960
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 7,677,818 8,197,365

売上原価 6,081,493 5,764,025

売上総利益 1,596,325 2,433,340

販売費及び一般管理費 1,313,875 1,509,302

営業利益 282,450 924,037

営業外収益

受取利息 14 23

有価証券利息 623 413

受取配当金 12,620 12,440

助成金収入 5,770 16,106

その他 7,078 5,976

営業外収益合計 26,107 34,960

営業外費用

支払利息 746 172

営業外費用合計 746 172

経常利益 307,810 958,825

特別利益

保険解約返戻金 ― 7,882

特別利益合計 ― 7,882

特別損失

投資有価証券評価損 49,998 ―

保険解約損 358 471

特別損失合計 50,357 471

税金等調整前当期純利益 257,453 966,236

法人税、住民税及び事業税 97,121 382,584

法人税等調整額 27,255 △82,836

法人税等合計 124,376 299,748

当期純利益 133,076 666,487

非支配株主に帰属する当期純利益 2,687 5,239

親会社株主に帰属する当期純利益 130,389 661,247
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 133,076 666,487

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △787,037 199,136

為替換算調整勘定 △8,891 △25,989

その他の包括利益合計 △795,929 173,147

包括利益 △662,853 839,634

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △665,269 835,403

非支配株主に係る包括利益 2,416 4,231
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 562,520 206,412 3,862,077 △579,839 4,051,170

当期変動額

剰余金の配当 △315,516 △315,516

親会社株主に帰属す

る当期純利益
130,389 130,389

連結範囲の変動に伴

う剰余金の増減
△684 △684

連結範囲の変動に伴

う為替換算調整勘定

の増減

連結子会社の増加に

よる非支配株主持分

の増減

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △185,811 ― △185,811

当期末残高 562,520 206,412 3,676,265 △579,839 3,865,359

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 1,279,385 △602 1,278,782 6,946 4,048 5,340,948

当期変動額

剰余金の配当 △315,516

親会社株主に帰属す

る当期純利益
130,389

連結範囲の変動に伴

う剰余金の増減
△684

連結範囲の変動に伴

う為替換算調整勘定

の増減

9 9 9

連結子会社の増加に

よる非支配株主持分

の増減

7,206 7,206

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△787,037 △8,622 △795,659 ― 2,417 △793,241

当期変動額合計 △787,037 △8,612 △795,650 ― 9,624 △971,837

当期末残高 492,347 △9,215 483,132 6,946 13,672 4,369,110
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 562,520 206,412 3,676,265 △579,839 3,865,359

当期変動額

剰余金の配当 △236,637 △236,637

親会社株主に帰属す

る当期純利益
661,247 661,247

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 △951 3,816 2,865

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △951 424,610 3,812 427,471

当期末残高 562,520 205,461 4,100,876 △576,027 4,292,830

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 492,347 △9,215 483,132 6,946 13,672 4,369,110

当期変動額

剰余金の配当 △236,637

親会社株主に帰属す

る当期純利益
661,247

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 2,865

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

199,136 △24,980 174,155 4,231 178,386

当期変動額合計 199,136 △24,980 174,155 ― 4,231 605,858

当期末残高 691,484 △34,196 657,287 6,946 17,903 4,974,968
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 257,453 966,236

減価償却費 75,356 73,419

のれん償却額 28,407 45,997

保険解約損 358 471

株式報酬費用 ― 2,865

貸倒引当金の増減額（△は減少） △279 9,669

品質保証引当金の増減額（△は減少） 9,394 △2,899

受注損失引当金の増減額（△は減少） △16,943 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,630 49,716

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,580 △1,494

投資有価証券評価損益（△は益） 49,998 ―

受取利息及び受取配当金 △13,258 △12,877

支払利息 746 172

その他の損益（△は益） ― △1,048

売上債権の増減額（△は増加） 369,302 △188,532

たな卸資産の増減額（△は増加） 574,322 8,455

仕入債務の増減額（△は減少） △69,717 △79,785

未払金の増減額（△は減少） △38,871 △1,072

その他の資産の増減額（△は増加） 28,559 △47,316

その他の負債の増減額（△は減少） 263,936 △175,533

小計 1,519,816 646,441

利息及び配当金の受取額 12,388 12,234

利息の支払額 △746 △172

法人税等の支払額 △523,016 △151,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,008,441 506,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △2,100 △2,800

定期預金の払戻による収入 ― 73,325

有価証券の償還による収入 ― 100,000

投資有価証券の取得による支出 △49,998 ―

有形固定資産の取得による支出 △88,859 △27,483

無形固定資産の取得による支出 △2,202 △291

資産除去債務の履行による支出 △7,000 △8,011

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△220,356 ―

敷金及び保証金の差入による支出 △13,469 △22,637

敷金及び保証金の回収による収入 9,036 26,846

保険積立金の積立による支出 △12,223 △11,801

保険積立金の解約による収入 5,637 7,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △381,535 134,517
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 ― 19,908

長期借入金の返済による支出 △7,680 △70,589

自己株式の取得による支出 ― △3

配当金の支払額 △315,003 △236,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,683 △287,472

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,014 △7,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 301,208 346,060

現金及び現金同等物の期首残高 1,765,167 2,066,375

現金及び現金同等物の期末残高 2,066,375 2,412,436
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（５）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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社アックは、当社を存続会社とする吸収

合併により消滅会社となったことに伴い、連結の範囲から除外しております。

(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１月29日開催の取締役会決議に基づき、当社の従業員に対する譲渡制限付株式付与に伴い自己株

式4,477株の処分を行っております。この結果、第４四半期連結会計期間において、資本剰余金が951千円、自己株

式が3,816千円それぞれ減少し、当連結会計年度末において、資本剰余金が205,461千円、自己株式が576,027千円と

なっております。

(追加情報)

新型コロナウイルスの感染症の拡大は、一定程度当社の今後の業績に影響を及ぼす可能性があるとの仮定を置い

ております。こうした仮定のもと、予想される当社の業績への影響を保守的に加味して将来の損益及び課税所得等

を見積り、繰延税金資産の回収可能性の判断、固定資産の減損会計の適用等を行っております。

繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の適用に関して、当連結会計年度に重要な影響はありませ

ん。

なお、当該会計上の見積りは現時点における最善の見積りではあるものの、当該見積りに用いた仮定の不確実性

は高く、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済への影響が変化した場合には、損失が発生する可能性があり

ます。

(企業結合等関係)

　 共通支配下の取引等

連結子会社の吸収合併

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及び事業の内容

　結合当事企業の名称 株式会社アック

　事業の内容 コンピュータソフトウエアの設計、開発、保守（Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅを

　 軸としたクラウドソリューションの提供、ＥＲＰを利用した基幹業務シス

　 テムの開発・導入）

② 企業結合日

　2020年10月１日

③ 企業結合の法的形式

　当社を存続会社とし、株式会社アックを消滅会社とする吸収合併

④ 結合後企業の名称

　株式会社テクノスジャパン
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⑤ その他取引の概要に関する事項

　株式会社アックはＣＲＭのグローバルスタンダードである米国セールスフォース・ドットコム社のクラウド

関連サービスとＥＲＰ関連サービスを軸にビジネスを展開しており、2020年１月に同社の全株式を取得し子会

社化しましたが、ＣＲＭビジネスの強化をより迅速に推進することを目的として、同社を吸収合併することと

しました。

(2) 実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）および「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配

下の取引として会計処理を行いました。

　なお、当該吸収合併は、連結財務諸表上、内部取引として相殺消去されるため、損益に与える影響はありま

せん。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、情報システムソリューションサービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

【関連情報】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本 米国 その他 合計

6,889,847 776,118 11,852 7,677,818

　 (注) １．売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

　 ２．当連結会計年度より米国の売上高の重要性が増したことに伴い、前連結会計年度の「北米」の記載を

　 「米国」及び「その他」に変更しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＳＡＰジャパン株式会社 2,013,413 情報システムソリューションサービス

ＮＴＮ株式会社 1,450,933 情報システムソリューションサービス
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当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本 米国 その他 合計

7,213,829 971,949 11,586 8,197,365

　 (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ＮＴＮ株式会社 1,972,711 情報システムソリューションサービス

ＳＡＰジャパン株式会社 1,274,379 情報システムソリューションサービス

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、情報システムソリューションサービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、情報システムソリューションサービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
（自 2019年４月１日

至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日

至 2021年３月31日）

１株当たり純資産額 220.51円 250.97円

１株当たり当期純利益金額 6.61円 33.53円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

6.61円 33.52円

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、

　 以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日

至 2021年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益
（千円）

130,389 661,247

普通株主に帰属しない金額（千
円）

― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属
する当期純利益（千円）

130,389 661,247

普通株式の期中平均株式数（株） 19,719,800.00 19,720,131.05

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額
親会社株主に帰属する当期純利益
調整額（千円）

― ―

普通株式増加数（株） 7,585.63 7,589.11

（うち新株予約権（株）） （7,585.63） （7,589.11）

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益金額
の算定に含めなかった潜在株式の概
要

― ―

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
（2020年３月31日）

当連結会計年度
（2021年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,369,110 4,974,968

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
20,619 24,850

（うち新株予約権（千円）） （6,946） （6,946）

（うち非支配株主持分（千円）） （13,672） （17,903）

普通株式に係る期末の純資産額（千
円）

4,348,491 4,950,118

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数（株）
19,719,800.00 19,724,272.00

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,572,612 1,932,145

売掛金 1,105,942 1,324,217

有価証券 100,698 ―

仕掛品 20,168 18,347

前渡金 50,842 61,125

前払費用 57,613 84,505

その他 3,401 7,385

貸倒引当金 ― △30

流動資産合計 2,911,279 3,427,696

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 195,159 214,949

減価償却累計額 △61,604 △69,841

建物附属設備（純額） 133,554 145,108

工具、器具及び備品 67,315 56,384

減価償却累計額 △52,148 △45,650

工具、器具及び備品（純額） 15,167 10,734

有形固定資産合計 148,721 155,842

無形固定資産

ソフトウエア 11,445 6,893

顧客関連資産 ― 49,500

のれん ― 117,547

その他 36 36

無形固定資産合計 11,482 173,977

投資その他の資産

投資有価証券 1,105,640 1,392,580

関係会社株式 936,021 617,871

長期前払費用 40,175 49,363

敷金及び保証金 193,570 201,062

保険積立金 81,821 86,938

その他 18,173 18,767

投資その他の資産合計 2,375,401 2,366,583

固定資産合計 2,535,605 2,696,403

資産合計 5,446,885 6,124,100
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 353,150 321,038

未払金 55,739 54,951

未払費用 59,339 53,701

未払法人税等 56,800 316,826

未払消費税等 213,694 32,270

前受金 78,672 65,484

預り金 13,544 19,363

品質保証引当金 14,005 18,109

受注損失引当金 5,636 5,636

賞与引当金 91,115 160,108

その他 4,469 5,684

流動負債合計 946,168 1,053,176

固定負債

繰延税金負債 170,775 200,087

資産除去債務 66,542 72,962

固定負債合計 237,317 273,049

負債合計 1,183,486 1,326,226

純資産の部

株主資本

資本金 562,520 562,520

資本剰余金

資本準備金 212,520 212,520

その他資本剰余金 3,665 2,714

資本剰余金合計 216,185 215,234

利益剰余金

利益準備金 119,799 119,799

その他利益剰余金

別途積立金 700,000 700,000

繰越利益剰余金 2,745,439 3,077,916

利益剰余金合計 3,565,239 3,897,716

自己株式 △579,839 △576,027

株主資本合計 3,764,104 4,099,443

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 492,347 691,484

評価・換算差額等合計 492,347 691,484

新株予約権 6,946 6,946

純資産合計 4,263,398 4,797,873

負債純資産合計 5,446,885 6,124,100
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 6,397,840 6,766,442

売上原価 5,296,322 4,957,925

売上総利益 1,101,517 1,808,516

販売費及び一般管理費 935,362 1,024,194

営業利益 166,155 784,321

営業外収益

受取利息 11 15

有価証券利息 623 413

受取配当金 12,620 12,440

助成金収入 5,770 14,230

その他 2,723 3,617

営業外収益合計 21,749 30,718

営業外費用

支払利息 551 ―

営業外費用合計 551 ―

経常利益 187,353 815,039

特別利益

抱合せ株式消滅差益 ― 1,883

投資有価証券売却益 700 ―

特別利益合計 700 1,883

特別損失

抱合せ株式消滅差損 20,704 ―

投資有価証券評価損 49,998 ―

保険解約損 358 202

特別損失合計 71,062 202

税引前当期純利益 116,991 816,720

法人税、住民税及び事業税 41,270 315,650

法人税等調整額 26,564 △68,043

法人税等合計 67,834 247,606

当期純利益 49,156 569,114
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰余

金

利益剰余金合

計

当期首残高 562,520 212,520 3,665 216,185 119,799 700,000 3,011,800 3,831,599

当期変動額

剰余金の配当 △315,516 △315,516

当期純利益 49,156 49,156

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △266,360 △266,360

当期末残高 562,520 212,520 3,665 216,185 119,799 700,000 2,745,439 3,565,239

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △579,839 4,030,465 1,279,385 1,279,385 6,946 5,316,796

当期変動額

剰余金の配当 △315,516 △315,516

当期純利益 49,156 49,156

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△787,037 △787,037 △787,037

当期変動額合計 ― △266,360 △787,037 △787,037 ― △1,053,398

当期末残高 △579,839 3,764,104 492,347 492,347 6,946 4,263,398
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当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰

余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰余

金

利益剰余金合

計

当期首残高 562,520 212,520 3,665 216,185 119,799 700,000 2,745,439 3,565,239

当期変動額

剰余金の配当 △236,637 △236,637

当期純利益 569,114 569,114

自己株式の取得

自己株式の処分 △951 △951

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △951 △951 ― ― 332,476 332,476

当期末残高 562,520 212,520 2,714 215,234 119,799 700,000 3,077,916 3,897,716

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △579,839 3,764,104 492,347 492,347 6,946 4,263,398

当期変動額

剰余金の配当 △236,637 △236,637

当期純利益 569,114 569,114

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 3,816 2,865 2,865

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

199,136 199,136 199,136

当期変動額合計 3,812 335,338 199,136 199,136 ― 534,474

当期末残高 △576,027 4,099,443 691,484 691,484 6,946 4,797,873

　


