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(百万円未満切捨て)

1．2022年12月期第2四半期の連結業績（2022年1月1日～2022年6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)

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益

四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第2四半期 2,859 6.0 936 △6.2 1,007 0.6 691 1.7 684 0.2 741 5.5

2021年12月期第2四半期 2,697 － 997 － 1,000 － 680 － 683 － 703 －
　

基本的1株当たり
四半期利益

希薄化後1株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年12月期第2四半期 42.51 －

2021年12月期第2四半期 42.01 －
　

　

（2）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年12月期第2四半期 9,544 6,416 6,409 67.2

2021年12月期 9,347 5,908 5,908 63.2
　

　

　

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12月期 － 0.00 － 15.00 15.00

2022年12月期 － 0.00

2022年12月期(予想) － 15.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

3．2022年12月期の連結業績予想（2022年1月1日～2022年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に

帰属する当期利益

基本的1株当たり

当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,180 11.8 2,050 1.1 2,050 0.9 1,435 0.8 1,435 0.8 89.07
(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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 ： 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
　

　

（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) 2022年12月期2Ｑ 16,156,453株 2021年12月期 16,606,453株

② 期末自己株式数 2022年12月期2Ｑ 39,299株 2021年12月期 495,544株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年12月期2Ｑ 16,113,299株 2021年12月期2Ｑ 16,270,937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．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年6月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 5,914,992 6,387,259

営業債権及びその他の債権 1,111,675 859,585

契約資産 204,700 301,143

その他の金融資産 435,525 518,216

その他の流動資産 69,311 70,678

流動資産合計 7,736,205 8,136,883

非流動資産

有形固定資産 913,619 838,946

無形資産 45,722 52,272

その他の金融資産 111,253 102,383

繰延税金資産 517,688 388,172

その他の非流動資産 23,350 26,236

非流動資産合計 1,611,635 1,408,011

資産合計 9,347,841 9,544,895
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第2四半期連結会計期間
(2022年6月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 375,096 289,440

契約負債 1,474,343 1,591,002

リース負債 184,826 196,939

未払法人所得税等 416,396 182,599

引当金 4,934 11,395

その他の流動負債 444,772 374,874

流動負債合計 2,900,370 2,646,252

非流動負債

リース負債 411,925 349,628

引当金 127,133 132,444

非流動負債合計 539,058 482,073

負債合計 3,439,428 3,128,325

資本

資本金 1,193,528 1,193,528

資本剰余金 1,095,407 1,095,202

自己株式 6 △1,727,465 △152,719

利益剰余金 5,300,180 4,182,596

その他の資本の構成要素 47,195 91,181

親会社の所有者に帰属する持分合計 5,908,847 6,409,788

非支配持分 △434 6,780

資本合計 5,908,412 6,416,569

負債及び資本合計 9,347,841 9,544,895
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（2）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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 2021年1月1日
至 2021年6月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)

売上収益 2,697,739 2,859,080

売上原価 1,001,152 1,083,594

売上総利益 1,696,586 1,775,485

販売費及び一般管理費 665,494 826,121

研究開発費 42,490 25,482

その他の収益 9,087 12,401

その他の費用 26 130

営業利益 997,662 936,153

金融収益 6,428 74,014

金融費用 3,345 3,009

税引前四半期利益 1,000,744 1,007,159

法人所得税費用 320,157 315,280

四半期利益 680,587 691,879

四半期利益の帰属

親会社の所有者 683,488 684,988

非支配持分 △2,901 6,891

四半期利益 680,587 691,879

1株当たり親会社の普通株主に帰属する
四半期利益

基本的1株当たり四半期利益(円) 42.01 42.51

希薄化後1株当たり四半期利益(円) － －
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第2四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第2四半期連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)

当第2四半期連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)

売上収益 1,352,260 1,465,733

売上原価 535,987 586,225

売上総利益 816,272 879,508

販売費及び一般管理費 338,826 416,245

研究開発費 19,669 14,329

その他の収益 7,754 1,207

その他の費用 22 28

営業利益 465,508 450,112

金融収益 △7,017 54,063

金融費用 △247 1,486

税引前四半期利益 458,738 502,689

法人所得税費用 139,586 164,417

四半期利益 319,151 338,272

四半期利益の帰属

親会社の所有者 320,359 336,469

非支配持分 △1,208 1,803

四半期利益 319,151 338,272

1株当たり親会社の普通株主に帰属する
四半期利益

基本的1株当たり四半期利益(円) 19.89 20.88

希薄化後1株当たり四半期利益(円) － －
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要約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 2021年1月1日
至 2021年6月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)

四半期利益 680,587 691,879

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産

△2,862 1,266

純損益に振り替えられることのない項目合計 △2,862 1,266

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 25,520 48,552

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 25,520 48,552

税引後その他の包括利益 22,658 49,818

四半期包括利益 703,245 741,697

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 706,097 734,482

非支配持分 △2,851 7,215

四半期包括利益 703,245 741,697
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第2四半期連結会計期間

(単位：千円)

前第2四半期連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)

当第2四半期連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)

四半期利益 319,151 338,272

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する
金融資産

△778 －

純損益に振り替えられることのない項目合計 △778 －

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 6,056 25,597

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 6,056 25,597

税引後その他の包括利益 5,277 25,597

四半期包括利益 324,428 363,869

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 325,562 361,941

非支配持分 △1,133 1,927

四半期包括利益 324,428 363,869
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（3）要約四半期連結持分変動計算書

前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)

(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

2021年1月1日時点の残高 1,191,403 1,093,077 △942 4,042,203

四半期利益 683,488

その他の包括利益

四半期包括利益合計 － － － 683,488

譲渡制限付株式に基づく
報酬取引

2,124 2,193 4,179

配当金 △166,061

自己株式の取得 △1,738,902

所有者との取引額合計 2,124 2,193 △1,734,723 △166,061

2021年6月30日時点の残高 1,193,528 1,095,270 △1,735,665 4,559,630

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2021年1月1日時点の残高 7,523 505 8,029 6,333,772 △180 6,333,591

四半期利益 683,488 △2,901 680,587

その他の包括利益 △2,862 25,470 22,608 22,608 49 22,658

四半期包括利益合計 △2,862 25,470 22,608 706,097 △2,851 703,245

譲渡制限付株式に基づく
報酬取引

8,497 8,497

配当金 △166,061 △166,061

自己株式の取得 △1,738,902 △1,738,902

所有者との取引額合計 － － － △1,896,466 － △1,896,466

2021年6月30日時点の残高 4,661 25,976 30,637 5,143,402 △3,032 5,140,369
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当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

2022年1月1日時点の残高 1,193,528 1,095,407 △1,727,465 5,300,180

四半期利益 684,988

その他の包括利益

四半期包括利益合計 － － － 684,988

譲渡制限付株式に基づく
報酬取引

△205 9,645 △1,317

配当金 △241,663

自己株式の消却 1,565,100 △1,565,100

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

5,508

所有者との取引額合計 － △205 1,574,745 △1,802,572

2022年6月30日時点の残高 1,193,528 1,095,202 △152,719 4,182,596

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

在外営業
活動体の
換算差額

合計

2022年1月1日時点の残高 4,241 42,954 47,195 5,908,847 △434 5,908,412

四半期利益 684,988 6,891 691,879

その他の包括利益 1,266 48,227 49,494 49,494 324 49,818

四半期包括利益合計 1,266 48,227 49,494 734,482 7,215 741,697

譲渡制限付株式に基づく
報酬取引

8,121 8,121

配当金 △241,663 △241,663

自己株式の消却 － －

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△5,508 △5,508 － －

所有者との取引額合計 △5,508 － △5,508 △233,541 － △233,541

2022年6月30日時点の残高 － 91,181 91,181 6,409,788 6,780 6,416,569
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（4）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 1,000,744 1,007,159

減価償却費及び償却費 143,000 149,243

金融収益 △1,180 △1,640

金融費用 2,456 2,025

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

703,705 262,031

契約資産の増減額（△は増加） △40,711 △95,739

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△57,967 △56,221

契約負債の増減額（△は減少） △25,506 114,706

引当金の増減額（△は減少） △8,422 6,201

その他 △95,659 △151,368

小計 1,620,459 1,236,398

利息の受取額 2,372 721

配当金の受取額 56 63

利息の支払額 △2,456 △2,025

法人所得税の支払額 △255,714 △420,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,364,718 814,992

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 △1,925 △573

有形固定資産の取得による支出 △986 △47,829

無形資産の取得による支出 △8,659 △13,925

有価証券の取得による支出 △346 △49

有価証券の売却による収入 － 14,375

敷金及び保証金の差入による支出 △3,611 △3,055

その他 1,394 134

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,135 △50,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出 △90,020 △96,464

配当金の支払額 △166,020 △241,539

自己株式の取得による支出 △1,739,413 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,995,454 △338,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644,872 426,064

現金及び現金同等物の期首残高 5,904,772 5,914,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 26,908 46,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,286,809 6,387,259
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（5）要約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。

（セグメント情報）

当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日　至 2021年6月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)1

連結クラウド
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

売上収益

外部収益 1,561,758 1,135,980 2,697,739 － 2,697,739

セグメント間収益 － － － － －

計 1,561,758 1,135,980 2,697,739 － 2,697,739

セグメント利益 744,627 243,973 988,601 9,060 997,662

金融収益 6,428

金融費用 3,345

税引前四半期利益 1,000,744

その他：

減価償却費及び償却費 80,584 62,416 143,000 － 143,000

(注) 1．セグメント利益の調整9,060千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」

であります。

2．セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3．セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めの対象とはなっていないため記載しておりません。

当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日　至 2022年6月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)1

連結クラウド
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

売上収益

外部収益 1,684,920 1,174,159 2,859,080 － 2,859,080

セグメント間収益 － － － － －

計 1,684,920 1,174,159 2,859,080 － 2,859,080

セグメント利益 754,115 169,767 923,882 12,271 936,153

金融収益 74,014

金融費用 3,009

税引前四半期利益 1,007,159

その他：

減価償却費及び償却費 91,368 57,874 149,243 － 149,243

(注) 1．セグメント利益の調整12,271千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費

用」であります。

2．セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3. セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めの対象とはなっていないため記載しておりません。
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前第2四半期連結会計期間(自 2021年4月1日　至 2021年6月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)1

連結クラウド
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

売上収益

外部収益 820,128 532,132 1,352,260 － 1,352,260

セグメント間収益 － － － － －

計 820,128 532,132 1,352,260 － 1,352,260

セグメント利益 392,331 65,445 457,776 7,731 465,508

金融収益 △7,017

金融費用 △247

税引前四半期利益 458,738

その他：

減価償却費及び償却費 23,513 45,287 68,801 － 68,801

(注) 1．セグメント利益の調整7,731千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」

であります。

2．セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3．セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めの対象とはなっていないため記載しておりません。

当第2四半期連結会計期間(自 2022年4月1日　至 2022年6月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
(注)1

連結クラウド
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

売上収益

外部収益 887,201 578,532 1,465,733 － 1,465,733

セグメント間収益 － － － － －

計 887,201 578,532 1,465,733 － 1,465,733

セグメント利益 415,358 33,574 448,933 1,179 450,112

金融収益 54,063

金融費用 1,486

税引前四半期利益 502,689

その他：

減価償却費及び償却費 48,043 27,635 75,679 － 75,679

(注) 1．セグメント利益の調整1,179千円は、主に報告セグメントに帰属しない「その他の収益」と「その他の費用」

であります。

2．セグメント利益は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3．セグメント資産、セグメント負債及び資本的支出については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めの対象とはなっていないため記載しておりません。

　


