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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第２四半期の連結業績（2020年11月１日～2021年４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10月期第２四半期 3,272 32.2 291 ― 296 ― 199 ―

2020年10月期第２四半期 2,474 38.6 △77 ― △76 ― △54 ―
(注) 包括利益 2021年10月期第２四半期 206百万円( ―％) 2020年10月期第２四半期 △55百万円( ―％)
　

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10月期第２四半期 12.01 11.94
2020年10月期第２四半期 △3.27 ―

　

(注) １.2020年10月期の潜在株式調整後１当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。

２.当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2020年10月期の期首に当該株式分割が

行われたと仮定して１株当たり四半期利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算出しております。
　

（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10月期第２四半期 3,039 1,814 59.3

2020年10月期 2,795 1,577 56.1
(参考) 自己資本 2021年10月期第２四半期 1,801百万円 2020年10月期 1,567百万円
　　　

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年10月期 ― 0.00

2021年10月期(予想) ― 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10月期の連結業績予想（2020年11月１日～2021年10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 7,320 40.0 850 320.3 846 315.4 586 ― 35.45
(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10月期２Ｑ 16,727,400株 2020年10月期 16,673,400株

② 期末自己株式数 2021年10月期２Ｑ 101,497株 2020年10月期 115,447株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期２Ｑ 16,570,790株 2020年10月期２Ｑ 16,597,954株
　

(注) 当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。2020年10月期の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。
　

※ 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
（将来に関する記述などについてのご注意）
　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。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。
　なお、当社の業績は、期中で新たに採用したコンサルタントの売上高が在籍期間とともに積み上がるため、売上
高、利益は下期に偏る傾向があります。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法について）
　当社は、2021年6月14日（月）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及
び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに開催後速やかに当社ホームページに掲載する
予定です。
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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情勢は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続き、先行きが

不透明な状況が続いております。

一方、当社グループの事業領域である、プロジェクトマネジメントの分野におきましては、デジタルトランスフ

ォーメーション等の社内変革のニーズは引き続き予想され、プロジェクトマネジメント支援に対するニーズは中長

期的に堅調に推移するものと予測しております。そのため、当第２四半期連結累計期間においても積極的に採用活

動を進め、コンサルタントを122名採用し、稼働工数が増加しております。

このような事業環境のもと、当社は、テレワークをはじめとする感染防止策を講じながら従業員の安全と事業の

継続を最優先してまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は3,272,192千円（前年同期比32.2％増）、営業利益は

291,766千円（前年同四半期は営業損失77,651千円）、経常利益は296,222千円（前年同四半期は経常損失76,896千

円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は199,051千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失

54,224千円）となりました。

当社グループはコンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績の記載を省略しており

ます。

（２）財政状態に関する説明

① 流動資産

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、2,286,136千円となり、前連結会計年度末と比較して

245,791千円増加しております。主な要因は、受取手形及び売掛金が163,273千円、その他が61,902千円増加した

ことによるものであります。

② 固定資産

当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、753,684千円となり、前連結会計年度末と比較して1,808千

円減少しております。主な要因は、無形固定資産が6,379千円、投資その他の資産のその他が10,236千円増加した

ものの、有形固定資産が9,184千円、投資その他の資産の敷金及び保証金が9,241千円減少したことによるもので

あります。

③ 流動負債

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、829,244千円となり、前連結会計年度末と比較して106,962

千円増加しております。主な要因は、株主優待引当金が20,475千円減少したものの、未払法人税等が84,421千円、

その他が35,595千円増加したことによるものであります。

④ 固定負債

当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、395,900千円となり、前連結会計年度末と比較して100,157

千円減少しております。主な要因は、社債が24,000千円、長期借入金が75,837千円減少したことによるものであ

ります。

⑤ 純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,814,675千円となり、前連結会計年度末と比較して237,178

千円増加しております。主な要因は、資本剰余金が13,513千円、利益剰余金が199,051千円増加し、自己株式が

15,345千円減少したこと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12月14日付の「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」にて発表

いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。なお、新型コロナウイルスの感染拡大による当社グルー

プへの影響は、現時点においては限定的ではありますが、今後新型コロナウイルス感染症の状況の変化により、業

績に影響を及ぼす可能性がある場合には改めてお知らせいたします。

なお、当社の業績は、期中で新たに採用したコンサルタントの売上高が在籍期間とともに積み上がるため、売上

高、利益は下期に偏る傾向にあります。2021年10月期四半期業績推移のイメージについては、2020年12月14日付の

「2020年10月期 決算説明資料」に掲載しております。
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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10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,313,513 1,334,129

受取手形及び売掛金 682,465 845,738

その他 44,366 106,268

流動資産合計 2,040,344 2,286,136

固定資産

有形固定資産 255,468 246,284

無形固定資産 162,779 169,158

投資その他の資産

敷金及び保証金 236,920 227,678

その他 100,325 110,562

投資その他の資産合計 337,245 338,240

固定資産合計 755,493 753,684

資産合計 2,795,838 3,039,821

負債の部

流動負債

買掛金 109,076 116,496

1年内償還予定の社債 48,000 48,000

1年内返済予定の長期借入金 143,340 143,340

未払法人税等 26,887 111,308

株主優待引当金 20,475 ―

その他 374,504 410,099

流動負債合計 722,282 829,244

固定負債

社債 108,000 84,000

長期借入金 387,204 311,367

その他 854 533

固定負債合計 496,058 395,900

負債合計 1,218,340 1,225,145

純資産の部

株主資本

資本金 619,518 621,030

資本剰余金 488,495 502,008

利益剰余金 567,009 766,061

自己株式 △105,249 △89,904

株主資本合計 1,569,773 1,799,195

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △2,633 2,001

その他の包括利益累計額合計 △2,633 2,001

非支配株主持分 10,357 13,477

純資産合計 1,577,497 1,814,675

負債純資産合計 2,795,838 3,039,821
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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11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 2,474,587 3,272,192

売上原価 1,582,811 2,039,654

売上総利益 891,775 1,232,537

販売費及び一般管理費 969,426 940,771

営業利益又は営業損失（△） △77,651 291,766

営業外収益

受取利息 850 488

為替差益 1,463 802

受取賃貸料 1,100 4,647

その他 655 391

営業外収益合計 4,069 6,330

営業外費用

支払利息 1,488 1,740

和解金 1,300 ―

その他 525 132

営業外費用合計 3,313 1,873

経常利益又は経常損失（△） △76,896 296,222

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△76,896 296,222

法人税、住民税及び事業税 1,301 93,126

法人税等調整額 △24,488 1,858

法人税等合計 △23,186 94,984

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,709 201,238

非支配株主に帰属する四半期純利益 515 2,186

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△54,224 199,051
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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11月１日
　至 2020年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年４月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,709 201,238

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △1,348 5,569

その他の包括利益合計 △1,348 5,569

四半期包括利益 △55,057 206,807

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,355 203,687

非支配株主に係る四半期包括利益 298 3,120
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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。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません

　


