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（百万円未満切捨て）

（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３四半期 459 △17.1 △6 － △6 － △4 －

2022年３月期第３四半期 553 － 88 － 84 － 64 －

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３四半期 △0.97 －

2022年３月期第３四半期 12.76 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 1,241 1,169 94.2

2022年３月期 1,354 1,279 94.4

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 1,169百万円 2022年３月期 1,279百万円

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 － 3.50 3.50

2023年３月期 － 0.00 －

2023年３月期（予想） 0.00 0.00

（％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
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 650 △14.1 10 △91.1 10 △90.9 8 △90.4 1.60

１．2023年３月期第３四半期の業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（注）１．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を2022年３月期第１四半期の期首

から適用しており、2022年３月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と

なっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため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３Ｑ 5,168,000株 2022年３月期 5,168,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 220,069株 2022年３月期 120,069株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 5,003,870株 2022年３月期３Ｑ 5,047,955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

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。
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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３四半期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の影響が長期化する中で、各種感染症

対策や新しい生活様式の定着及び行動制限の緩和により、経済活動は緩やかに持ち直しの動きが見られました。一

方で長期化するウクライナ情勢や急激な為替変動による影響、諸物価全般の上昇、半導体の不足、金融資本市場の

変動等、依然として先行き不透明な状態が続いております。

当社を取り巻く環境においては、半導体不足が徐々に解消傾向となり防災案件の売上が回復しつつありますが、

パッケージ製品の需要増加も落ち着きが見られ、コンシューマー向け製品においても大型の新規キャラクター案件

のあった前年同期と比較して売上が減少いたしました。費用面についても社内での適正化を図り、第２四半期と比

較して赤字額は減少しつつあり、通期においては黒字転換を見込むものの、当第３四半期において赤字解消に至っ

ておりません。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は459,159千円（前年同期比17.1％減）、営業損失は6,872千円（前年

同期は営業利益88,984千円）、経常損失は6,163千円（前年同期は経常利益84,976千円）、四半期純損失は4,848千

円（前年同期は四半期純利益64,409千円）となりました。

なお当社は音声合成事業の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が、特性に応じ

た３つの区分別の売上高につきましては、法人向け製品194,364千円（前年同期比19.3％減）、法人向けサービス

141,815千円（前年同期比8.1％減）、コンシューマー向け製品122,979千円（前年同期比22.4％減）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して113,422千円減少し、1,241,509千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が90,828千円減少したことによるものです。

（負債）

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して3,660千円減少し、71,666千円となりました。

これは主に、契約負債が25,363千円増加したものの、前受収益が14,291千円、その他に含まれる未払金が14,240千

円減少したことによるものです。

（純資産）

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して109,763千円減少し、1,169,842千円となりま

した。これは主に、自己株式が87,247千円増加したことと、利益剰余金が22,515千円減少したことによるもので

す。

この結果、自己資本比率は94.2％（前事業年度末は94.4％）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

2023年３月期の通期の業績予想については、2022年10月18日公表の「2023年３月期 第２四半期（累計）および

通期の業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,179,476 1,088,648

受取手形、売掛金及び契約資産 92,966 76,098

商品及び製品 5,361 5,986

仕掛品 1,530 4,348

原材料及び貯蔵品 2,862 2,407

未収還付法人税等 8,704 11,203

その他 22,502 14,838

流動資産合計 1,313,404 1,203,532

固定資産

有形固定資産 18,184 13,936

無形固定資産

ソフトウエア 3,928 8,845

ソフトウエア仮勘定 3,651 －

無形固定資産合計 7,579 8,845

投資その他の資産 15,763 15,195

固定資産合計 41,527 37,976

資産合計 1,354,931 1,241,509

負債の部

流動負債

買掛金 7,555 7,035

リース債務 689 710

未払法人税等 3,911 334

契約負債 4,294 29,657

前受収益 14,291 －

その他 41,944 32,354

流動負債合計 72,686 70,092

固定負債

リース債務 2,109 1,574

長期前受収益 530 －

固定負債合計 2,639 1,574

負債合計 75,326 71,666

純資産の部

株主資本

資本金 151,481 151,481

資本剰余金 206,135 206,135

利益剰余金 1,121,808 1,099,293

自己株式 △199,820 △287,067

株主資本合計 1,279,605 1,169,842

純資産合計 1,279,605 1,169,842

負債純資産合計 1,354,931 1,241,509

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３四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年12月31日)

売上高 553,705 459,159

売上原価 99,179 116,962

売上総利益 454,525 342,196

販売費及び一般管理費 365,541 349,068

営業利益又は営業損失（△） 88,984 △6,872

営業外収益

受取利息及び配当金 5 5

為替差益 4 590

講演料収入 80 87

補助金収入 － 100

還付加算金 － 76

未払配当金除斥益 － 42

その他 － 0

営業外収益合計 90 902

営業外費用

支払利息 97 77

自己株式取得費用 － 115

支払手数料 4,000 －

営業外費用合計 4,097 193

経常利益又は経常損失（△） 84,976 △6,163

特別損失

固定資産除却損 616 －

特別損失合計 616 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 84,360 △6,163

法人税、住民税及び事業税 17,147 297

法人税等調整額 2,803 △1,613

法人税等合計 19,951 △1,315

四半期純利益又は四半期純損失（△） 64,409 △4,848

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は音声合成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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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