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（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 771 13.1 △58 － △58 － △42 －

2022年３月期第１四半期 681 － 18 － 20 － 434 －

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

2023年３月期第１四半期 △6.07 －

2022年３月期第１四半期 62.10 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 2,794 2,408 86.2

2022年３月期 3,122 2,474 79.2

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 2,408百万円 2022年３月期 2,474百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 3.25 3.25

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 0.00 － 3.25 3.25

（％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 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 3,600 5.4 240 17.0 239 16.4 167 △71.2 23.86

１．2023年３月期第１四半期の業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（注）当社は、2022年３月期第１四半期から非連結での業績を開示しているため、2022年３月期第１四半期の対前年同四

半期増減率は記載しておりません。

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 6,999,000株 2022年３月期 6,999,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 113株 2022年３月期 113株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 6,998,887株 2022年３月期１Ｑ 6,998,887株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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）

※  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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１四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症にかかわる「まん延防止等重点措

置」の解除など行動制限が緩和され、経済活動の正常化に向けた動きが見られたものの、世界的な資源価格の高騰

による物価上昇や円安の急速な進行の他、新たな変異株の発生による新型コロナウィルス感染症の再拡大リスクな

ど、先行き不透明な状況で推移しました。一方、企業のデジタル関連分野への投資は依然として拡大基調が続いて

います。当社は、ユーザーエクスペリエンスデザイン（UXD）とデジタル技術のノウハウを活かして、顧客企業の

デジタルトランスフォーメーション（DX）とデジタルマーケティングを支援する事業を行っており、このような事

業環境の中、既存サービスの拡大と、さらなる成長基盤の開発を目的として新サービスの立ち上げに取り組んでお

ります。

既存サービスの受注は堅調に推移しており、売上高は前年同期比で増加しておりますが、案件が大型化、高度化

する傾向にあり、リソース対応のコストが大幅に増加したことが利益を圧迫する要因となりました。新サービスに

つきましては、社会課題の解決を目的とした顧客企業の事業開発を支援する組織を期初に新設し、サービスの提供

を開始いたしました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高771百万円（前年同期比13.1％増）、営業損失58百万

円（前期同期は営業利益18百万円）、経常損失58百万円（前年同期は経常利益20百万円）、四半期純損失は42百万

円（前期同期は特別利益として関係会社株式売却益604百万円を計上したこと等から四半期純利益434百万円）とな

りました。

　なお、当社の事業は、従来より売上高が、多くの顧客企業の事業年度末となる第４四半期会計期間に偏重する傾

向がありますが、経済環境その他の要因によっては今後もこの傾向が続くとは限りません。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期末における資産につきましては、前事業年度末に比べ328百万円減少し、2,794百万円（前年同期比

10.5％減）となりました。主な要因は、売掛金及び契約資産の減少416百万円、仕掛品の増加40百万円、前払費用

の増加34百万円等によるものであります。

　当第１四半期末における負債につきましては、前事業年度末に比べ262百万円減少し、385百万円（前年同期比

40.6％減）となりました。主な要因は、買掛金の減少96百万円、賞与引当金の減少44百万円、未払法人税等の減少

141百万円等によるものであります。

　当第１四半期末における純資産につきましては、前事業年度末に比べ65百万円減少し、2,408百万円（前年同期

比2.6％減）となりました。主な要因は、四半期純損失42百万円の計上、前期決算に係る配当金の支払22百万円に

よるものであります。以上の結果、自己資本比率は、前事業年度末79.2％から86.2％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第１四半期業績は想定の範囲内で推移しており、通期の業績予想は、2022年４月28日に公表いたしました予想

から変更はございません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2022年３月31日）

当第１四半期会計期間
（2022年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,962,441 1,960,071

売掛金及び契約資産 828,094 411,394

電子記録債権 4,205 3,601

仕掛品 21,337 61,815

貯蔵品 1,130 1,110

前払費用 61,210 95,479

その他 127,285 129,338

流動資産合計 3,005,704 2,662,811

固定資産

有形固定資産 3,212 3,368

無形固定資産

ソフトウエア 13,667 13,144

無形固定資産合計 13,667 13,144

投資その他の資産

敷金及び保証金 49,208 47,801

繰延税金資産 50,482 67,074

その他 0 0

投資その他の資産合計 99,691 114,875

固定資産合計 116,571 131,388

資産合計 3,122,276 2,794,200

負債の部

流動負債

買掛金 262,370 166,209

未払金 62,720 73,472

未払費用 12,364 －

未払法人税等 146,834 4,936

未払消費税等 40,299 29,973

契約負債 8,343 15,641

賞与引当金 85,319 40,356

その他 24,770 49,571

流動負債合計 643,022 380,160

固定負債

その他 5,118 5,118

固定負債合計 5,118 5,118

負債合計 648,141 385,279

純資産の部

株主資本

資本金 570,966 570,966

資本剰余金 651,875 651,875

利益剰余金 1,251,371 1,186,157

自己株式 △78 △78

株主資本合計 2,474,135 2,408,920

純資産合計 2,474,135 2,408,920

負債純資産合計 3,122,276 2,794,200

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

 前第１四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 681,567 771,092

売上原価 504,246 662,153

売上総利益 177,320 108,939

販売費及び一般管理費 158,697 167,481

営業利益又は営業損失（△） 18,623 △58,542

営業外収益

受取利息及び配当金 186 －

受取賃貸料 2,028 －

その他 1,863 367

営業外収益合計 4,078 367

営業外費用

賃貸費用 2,248 －

支払手数料 311 310

その他 0 1

営業外費用合計 2,560 312

経常利益又は経常損失（△） 20,141 △58,486

特別利益

投資有価証券売却益 683 －

関係会社株式売却益 604,600 －

特別利益合計 605,283 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 625,425 △58,486

法人税、住民税及び事業税 92,788 572

法人税等調整額 98,018 △16,591

法人税等合計 190,806 △16,018

四半期純利益又は四半期純損失（△） 434,618 △42,467

（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）
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（３）四半期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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