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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年８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 ％

2022年２月期第２四半期 4,027 10.5 290 103.3 318 23.8 208 36.9

2021年２月期第２四半期 3,645 △12.3 142 △60.7 257 △31.1 152 △36.5
(注) 包括利益 2022年２月期第２四半期 208百万円( 36.9％) 2021年２月期第２四半期 152百万円( △36.5％)
　

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

2022年２月期第２四半期 26.52 －

2021年２月期第２四半期 19.37 －
　
　

（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 ％

2022年２月期第２四半期 4,334 3,317 76.3

2021年２月期 4,283 3,231 75.2
(参考) 自己資本 2022年２月期第２四半期 3,306百万円 2021年２月期 3,223百万円
　
　
　

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

2021年２月期 － 16.00 － 16.00 32.00

2022年２月期 － 16.00

2022年２月期(予想) － 17.00 33.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
(注) 2022年２月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当金 16.00円 40周年記念配当金 1.00円
　

　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28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 8,100 7.5 580 130.4 600 7.6 376 △0.7 47.79
(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 ： 有
　

　

（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) 2022年２月期２Ｑ 8,167,498株 2021年２月期 8,167,498株

② 期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 300,215株 2021年２月期 300,215株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 7,867,283株 2021年２月期２Ｑ 7,867,283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

上記の2022年２月期業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々
な要因により予想数値と異なる可能性がありますことをご了承ください。
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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２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の防止対策であるワクチン接種によ

り回復傾向にあるとも言えますが、他方、変異株の発生により感染症再拡大の傾向もみられ、不透明な状況が継続

しております。また、わが国におきましては、６月発表の日銀短観によれば、大手製造業の業況判断DIが大幅に改

善されたものの、ワクチン接種が進む一方で感染拡大の波が全国に広がり、広い範囲での緊急事態宣言が発令され

ることとなり、日常生活が大きく制約を受ける中で、景気が低迷し、生産活動も停滞するという厳しい状況が継続

しました。ただし、当社の属する情報サービス産業につきましては、業種による差が存在するものの、総じてソフ

トウエア投資への意欲は衰えず、堅調に推移しております。

このような経済環境の中、当社グループにおきましては、堅調な受注とともに、人材の確保・育成への注力およ

びテレワークの定着・支援をはじめとする感染症対策の徹底により稼働・営業への影響を軽微に抑えたことが、当

初の想定を上回る稼働の増加につながり、顧客からのニーズに応えることができました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,027百万円（前年同期比10.5％増）、営業利益は290

百万円（同103.3％増）、経常利益は318百万円（同23.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は208百万円

（同36.9％増）となりました。

なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計額は4,334百万円となり、前連結会計年度末比50百万円の増加とな

りました。これは主に、現金及び預金が1百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が66百万円増加したことによる

ものであります。

負債合計額は1,016百万円となり、前連結会計年度末比35百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等

が71百万円増加したこと、前連結会計年度末日が休日であった影響を受け、支払期日が翌月になりましたが、当第

２四半期連結会計期間末にはその影響がないため、流動負債その他が130百万円減少したことによるものでありま

す。

純資産合計額は3,317百万円となり、前連結会計年度末比86百万円の増加となりました。これは主に、親会社株主

に帰属する四半期純利益の計上等に伴い利益剰余金が82百万円増加したこと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

通期の連結業績予想につきましては、2021年４月12日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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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
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,992,163 1,991,133

受取手形及び売掛金 844,305 910,888

仕掛品 272,981 267,419

原材料 12,915 15,445

その他 368,328 364,246

貸倒引当金 △5,070 △5,525

流動資産合計 3,485,622 3,543,609

固定資産

有形固定資産

土地 410,407 410,407

その他（純額） 115,525 110,322

有形固定資産合計 525,932 520,729

無形固定資産

その他 9,074 7,956

無形固定資産合計 9,074 7,956

投資その他の資産 263,004 262,121

固定資産合計 798,012 790,808

資産合計 4,283,635 4,334,417

負債の部

流動負債

買掛金 12,038 7,343

未払費用 98,939 102,154

未払法人税等 59,231 131,064

賞与引当金 238,799 256,457

受注損失引当金 7,512 10,538

その他 471,880 341,210

流動負債合計 888,403 848,769

固定負債

役員退職慰労引当金 55,791 60,090

その他 108,197 107,867

固定負債合計 163,989 167,958

負債合計 1,052,392 1,016,727

純資産の部

株主資本

資本金 214,265 214,265

資本剰余金 119,265 119,265

利益剰余金 3,231,621 3,314,364

自己株式 △341,828 △341,828

株主資本合計 3,223,322 3,306,065

新株予約権 7,919 11,623

純資産合計 3,231,242 3,317,689

負債純資産合計 4,283,635 4,334,417
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

売上高 3,645,212 4,027,678

売上原価 3,021,061 3,235,805

売上総利益 624,150 791,873

販売費及び一般管理費 481,206 501,321

営業利益 142,944 290,551

営業外収益

受取利息 11 9

保険配当金 10,970 －

雇用調整助成金 101,699 25,891

その他 1,942 2,324

営業外収益合計 114,623 28,224

営業外費用

支払利息 126 41

その他 7 8

営業外費用合計 133 50

経常利益 257,434 318,725

税金等調整前四半期純利益 257,434 318,725

法人税等 105,081 110,106

四半期純利益 152,353 208,619

親会社株主に帰属する四半期純利益 152,353 208,619
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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 2020年３月１日
　至 2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年８月31日)

四半期純利益 152,353 208,619

四半期包括利益 152,353 208,619

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 152,353 208,619

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（セグメント情報等）

当社グループはエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　


