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（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３月期第２四半期 1,199 3.4 △23 － △24 － △27 － △27 － △27 －

2021年３月期第２四半期 1,160 0.9 △37 － △38 － △41 － △41 － △42 －

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３月期第２四半期 △3.49 △3.49

2021年３月期第２四半期 △5.34 △5.34

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３月期第２四半期 4,989 2,931 2,931 58.8

2021年３月期 4,399 2,891 2,891 65.7

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３月期 － 0.00 － 2.00 2.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 2.00 2.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益
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 ％ 円 銭

通期 2,550 1.8 20 △60.0 13 △69.8 1.65

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

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

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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） 2022年３月期２Ｑ 7,951,100株 2021年３月期 7,947,100株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 18株 2021年３月期 70,918株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 7,903,696株 2021年３月期２Ｑ 7,852,182株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

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：有

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）

※  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。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P.2「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。
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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当社グループの概況としましては、グループ各社とのシナジー効果創生に向

けて積極的に取り組むとともに、新規サービスの提供や既存サービスの改良を行ってまいりました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,199,402千円（前年同期比3.4%増）となり、利益面に

つきましては、新規事業への投資及び新技術の研究開発活動による先行費用の発生等により、営業損失23,237千円

（前年同期は営業損失37,786千円）、親会社の所有者に帰属する四半期損失は27,561千円（前年同期は親会社の所

有者に帰属する四半期損失41,892千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び現金同等物が618,113千円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末と比べ590,314千円増加し、4,989,355千円となりました。

　また、負債につきましては、決済代行サービスにおける預り金が増加したこと等により、2,058,187千円（前連

結会計年度末比550,869千円増加）となりました。資本につきましては、配当金の支払を実施いたしましたが、新

株予約権の行使による自己株式の処分を実施したこと等により、前連結会計年度末と比べ39,444千円増加し、

2,931,167千円となりました。

（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、当初予想の範囲内で推移しているとともに、当社グループにおける売上高及び利

益につきましては第４四半期に集中する傾向にございます。そのため、2021年５月14日発表「2021年３月期　決算

短信〔ＩＦＲＳ〕」で公表いたしました通期業績予想に変更はございません。
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年９月30日）

千円 千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 845,307 1,463,420

営業債権及びその他の債権 606,853 564,279

棚卸資産 67,661 69,149

その他の流動資産 41,694 47,205

流動資産合計 1,561,517 2,144,055

非流動資産

有形固定資産 1,604,696 1,582,373

のれん 295,728 295,728

無形資産 756,642 787,343

その他の金融資産 177,460 177,688

繰延税金資産 1,367 1,324

その他の非流動資産 1,627 841

非流動資産合計 2,837,522 2,845,299

資産合計 4,399,040 4,989,355

２．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
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2021年９月30日）

千円 千円

負債及び資本

負債

流動負債

借入金 181,008 181,008

営業債務及びその他の債務 472,036 1,031,203

その他の金融負債 26,678 26,662

前受金 236,361 255,131

未払法人所得税等 24,102 22,577

引当金 35,952 35,952

その他の流動負債 103,159 96,494

流動負債合計 1,079,298 1,649,030

非流動負債

借入金 89,475 82,971

その他の金融負債 97,183 83,319

退職給付に係る負債 133,361 137,411

引当金 26,300 26,378

繰延税金負債 76,899 73,715

その他の非流動負債 4,800 5,361

非流動負債合計 428,019 409,157

負債合計 1,507,317 2,058,187

資本

資本金 1,373,833 1,375,538

資本剰余金 1,245,856 1,294,841

自己株式 △31,747 △8

その他の資本の構成要素 80,960 81,289

利益剰余金 222,819 179,506

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,891,722 2,931,167

資本合計 2,891,722 2,931,167

負債及び資本合計 4,399,040 4,989,355
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

千円 千円

売上収益 1,160,280 1,199,402

売上原価 △782,460 △791,787

売上総利益 377,819 407,614

販売費及び一般管理費 △419,682 △430,729

その他の収益 4,789 970

その他の費用 △712 △1,094

営業損失（△） △37,786 △23,237

金融収益 46 86

金融費用 △999 △1,149

税引前四半期損失（△） △38,739 △24,300

法人所得税費用 △3,152 △3,260

四半期損失（△） △41,892 △27,561

四半期損失（△）の帰属

親会社の所有者 △41,892 △27,561

非支配持分 － －

四半期損失（△） △41,892 △27,561

１株当たり四半期損失（△）

基本的１株当たり四半期損失（△）（円） △5.34 △3.49

希薄化後１株当たり四半期損失（△）

（円）
△5.34 △3.49

（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）
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

千円 千円

四半期損失（△） △41,892 △27,561

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
63 158

純損益に振り替えられることのない項目合計 63 158

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 △629 170

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △629 170

税引後その他の包括利益 △566 329

四半期包括利益 △42,458 △27,231

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 △42,458 △27,231

非支配持分 － －

四半期包括利益 △42,458 △27,231

（要約四半期連結包括利益計算書）
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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

その他の資本の構成要素

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

千円 千円 千円 千円 千円

2020年４月１日時点の残高 1,373,833 1,236,586 △42,491 74,299 △825

四半期損失（△） － － － － －

その他の包括利益 － － － 63 △629

四半期包括利益合計 － － － 63 △629

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 － － － － －

2020年９月30日時点の残高 1,373,833 1,236,586 △42,491 74,362 △1,454

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2020年４月１日時点の残高 73,474 195,050 2,836,453 2,836,453

四半期損失（△） － △41,892 △41,892 △41,892

その他の包括利益 △566 － △566 △566

四半期包括利益合計 △566 △41,892 △42,458 △42,458

配当金 － △15,704 △15,704 △15,704

所有者との取引額合計 － △15,704 △15,704 △15,704

2020年９月30日時点の残高 72,908 137,453 2,778,290 2,778,290

（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　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
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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

その他の資本の構成要素

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

千円 千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 1,373,833 1,245,856 △31,747 81,494 △534

四半期損失（△） － － － － －

その他の包括利益 － － － 158 170

四半期包括利益合計 － － － 158 170

新株の発行 1,705 1,604 － － －

自己株式の処分 － 47,380 31,739 － －

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 1,705 48,984 31,739 － －

2021年９月30日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 81,653 △363

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 80,960 222,819 2,891,722 2,891,722

四半期損失（△） － △27,561 △27,561 △27,561

その他の包括利益 329 － 329 329

四半期包括利益合計 329 △27,561 △27,231 △27,231

新株の発行 － － 3,309 3,309

自己株式の処分 － － 79,119 79,119

配当金 － △15,752 △15,752 △15,752

所有者との取引額合計 － △15,752 66,676 66,676

2021年９月30日時点の残高 81,289 179,506 2,931,167 2,931,167

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
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（４）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。

（会計方針の変更）

　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用し

た会計方針と同一であります。

　なお、一部の基準書において軽微な変更がありましたが、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響はありま

せん。
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