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1. 2020年3月期の連結業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 3,667 30.4 1,101 27.2 1,105 26.2 745 27.4

2019年3月期 2,812 40.9 866 57.1 876 56.5 585 80.6

（注）包括利益 2020年3月期　　742百万円 （26.8％） 2019年3月期　　585百万円 （81.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年3月期 110.77 109.82 37.0 43.4 30.0

2019年3月期 87.07 86.21 39.1 46.3 30.8

（参考） 持分法投資損益 2020年3月期 4百万円 2019年3月期 10百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年3月期 2,920 2,303 78.9 339.31

2019年3月期 2,171 1,722 79.3 255.93

（参考） 自己資本 2020年3月期 2,303百万円 2019年3月期 1,721百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2020年3月期 743 △121 △160 2,120

2019年3月期 789 △37 △134 1,658

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2019年3月期 ― 0.00 ― 24.00 24.00 161 27.6 10.8

2020年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 271 36.1 13.5

2021年3月期(予想) ― 0.00 ― 40.00 40.00 32.3

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）
（％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
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

第2四半期(累計) 1,700 ― 500 ― 502 ― 333 ― 49.47

通期 4,050 10.4 1,250 13.5 1,255 13.5 834 11.9 123.89



※ 注記事項

(1) 期中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・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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年3月期 6,790,000 株 2019年3月期 6,730,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期 205 株 2019年3月期 150 株

③ 期中平均株式数 2020年3月期 6,731,956 株 2019年3月期 6,722,726 株

（参考）個別業績の概要

2020年3月期の個別業績（2019年4月1日～2020年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期 2,873 46.1 669 84.6 669 19.0 458 2.9

2019年3月期 1,966 37.6 363 58.0 563 48.3 445 74.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2020年3月期 68.08 67.50

2019年3月期 66.24 65.58

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年3月期 1,916 1,377 71.9 202.89

2019年3月期 1,357 1,083 79.8 161.00

（参考） 自己資本 2020年3月期 1,377百万円 2019年3月期 1,082百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、その業
績を当社としてお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．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における我が国経済は、緩やかな回復基調で推移してきましたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大とその懸念により、個人消費と企業活動に自粛が始まり、景気の減速懸念の高まり等により、依然として先行

き不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する情報サービス業界におきましては、ビッグデータの活用や情報セキュリティ強化、ITイン

フラ整備といった、ビジネスを「成長」「変革」させるための戦略的な投資が堅調に持続しました。

このような経営環境において、当社グループにおきましては、安定収益基盤となるストック報酬型のビッグデー

タ関連事業が堅調に推移していること、及び新規サービスを軸としたサービス企画開発事業における順調な受注増

加により、両事業ともに受注件数を継続的に伸ばすことができました。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に

よる影響につきましては、時差出勤や在宅勤務により安全に配慮しながら事業を継続しており、当連結会計年度の

業績への影響は見られませんでした。

この結果、業績につきましては、売上高3,667百万円（前年同期比30.4％増）、営業利益1,101百万円（同27.2％

増）、経常利益1,105百万円（同26.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益745百万円（同27.4％増）となり

ました。

（２）当期の財政状態の概況

(流動資産)

流動資産につきましては、前連結会計年度末より653百万円増加し、2,591百万円となりました。これは主に、現

金及び預金の増加461百万円及び、売掛金の増加155百万円によるものであります。

(固定資産)

固定資産につきましては、前連結会計年度末より95百万円増加し、328百万円となりました。これは主に、工具、

器具及び備品の減少６百万円があった一方、投資有価証券の増加112百万円によるものであります。

(流動負債)

流動負債につきましては、前連結会計年度末より167百万円増加し、616百万円となりました。これは主に、未払

費用の減少６百万円があった一方、未払法人税等の増加57百万円及び、買掛金の増加70百万円によるものでありま

す。

(純資産)

純資産につきましては、前連結会計年度末より581百万円増加し、2,303百万円となりました。これは主に、剰余

金の配当161百万円があった一方、親会社株主に帰属する当期純利益745百万円の計上によるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より461万円増

加し、2,120百万円となりました。

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は743百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額303百万円及び売上債

権の増加155百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益1,105百万円などによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用された資金は121百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出112百万円及

び無形固定資産の取得による支出６百万円などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用された資金は160百万円となりました。これは主に、親会社による配当金の支払額161百万円によ

るものであります。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、ビッグデータ関連事業の継続的な安定成長、及びサービス企画開発事業における新

サービスの更なる成長を見込んでおります。一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績への影響におきま

しては、現時点において軽微であると考えております。

次期（2021年３月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高4,050百万円、営業利益1,250百万円、経常利益

1,255百万円、親会社株主に帰属する当期純利益834百万円を見込んでおります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、現在、国際的な事業展開を行っていないため日本基準に基づき連結財務諸表を作成しております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,658,279 2,120,255

売掛金 264,996 420,923

仕掛品 2,873 41,345

前払費用 12,272 8,566

その他 23 558

流動資産合計 1,938,445 2,591,649

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 30,102 27,674

工具、器具及び備品（純額） 17,048 10,310

有形固定資産合計 47,150 37,985

無形固定資産

ソフトウエア 43,820 38,052

商標権 434 347

無形固定資産合計 44,254 38,400

投資その他の資産

投資有価証券 69,328 181,926

繰延税金資産 22,192 21,277

敷金及び保証金 49,847 49,047

投資その他の資産合計 141,368 252,251

固定資産合計 232,773 328,637

資産合計 2,171,218 2,920,286
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 142,843 213,713

未払金 37,389 63,489

未払費用 15,481 8,626

未払法人税等 191,903 249,145

未払消費税等 50,431 73,364

前受金 2,681 2,916

その他 8,064 5,181

流動負債合計 448,794 616,437

負債合計 448,794 616,437

純資産の部

株主資本

資本金 263,458 263,778

資本剰余金 252,978 253,298

利益剰余金 1,205,329 1,789,486

自己株式 △322 △607

株主資本合計 1,721,444 2,305,954

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 940 △2,105

その他の包括利益累計額合計 940 △2,105

新株予約権 39 ―

純資産合計 1,722,424 2,303,848

負債純資産合計 2,171,218 2,920,286
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 2,812,981 3,667,107

売上原価 1,358,045 1,955,811

売上総利益 1,454,936 1,711,296

販売費及び一般管理費 588,717 609,760

営業利益 866,218 1,101,535

営業外収益

持分法による投資利益 10,064 4,162

その他 50 60

営業外収益合計 10,114 4,222

経常利益 876,333 1,105,758

税金等調整前当期純利益 876,333 1,105,758

法人税、住民税及び事業税 294,440 357,825

法人税等調整額 △3,464 2,259

法人税等合計 290,976 360,084

当期純利益 585,357 745,673

非支配株主に帰属する当期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する当期純利益 585,357 745,673
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 585,357 745,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 495 △3,046

その他の包括利益合計 495 △3,046

包括利益 585,852 742,626

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 585,852 742,626

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 263,405 252,925 754,369 △322 1,270,377

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― ― 585,357 ― 585,357

新株の発行 53 53 ― ― 106

剰余金の配当 ― ― △134,397 ― △134,397

自己株式の取得 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― ― ― ―

当期変動額合計 53 53 450,960 ― 451,066

当期末残高 263,458 252,978 1,205,329 △322 1,721,444

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差

額金

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 444 444 45 1,270,868

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― ― ― 585,357

新株の発行 ― ― △6 100

剰余金の配当 ― ― ― △134,397

自己株式の取得 ― ― ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

495 495 ― 495

当期変動額合計 495 495 △6 451,555

当期末残高 940 940 39 1,722,424
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 263,458 252,978 1,205,329 △322 1,721,444

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― ― 745,673 ― 745,673

新株の発行 319 319 ― ― 639

剰余金の配当 ― ― △161,516 ― △161,516

自己株式の取得 ― ― ― △285 △285

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― ― ― ― ―

当期変動額合計 319 319 584,157 △285 584,510

当期末残高 263,778 253,298 1,789,486 △607 2,305,954

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評価差

額金

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 940 940 39 1,722,424

当期変動額

親会社株主に帰属す

る当期純利益
― ― ― 745,673

新株の発行 ― ― △39 600

剰余金の配当 ― ― ― △161,516

自己株式の取得 ― ― ― △285

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△3,046 △3,046 ― △3,046

当期変動額合計 △3,046 △3,046 △39 581,424

当期末残高 △2,105 △2,105 ― 2,303,848
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 876,333 1,105,758

減価償却費 26,212 23,146

受取利息 △5 △8

持分法による投資損益（△は益） △10,064 △4,162

売上債権の増減額（△は増加） △89,209 △155,926

仕掛品の増減額（△は増加） 146,805 △38,472

前払費用の増減額（△は増加） △365 3,705

仕入債務の増減額（△は減少） 58,735 70,869

未払金の増減額（△は減少） 16,072 27,030

未払費用の増減額（△は減少） △7,999 △6,854

前受金の増減額（△は減少） △59,940 235

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,443 22,933

その他 2,234 △538

小計 970,253 1,047,717

利息及び配当金の受取額 5 8

法人税等の支払額 △181,192 △303,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 789,066 743,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,747 △1,953

無形固定資産の取得による支出 △46,238 △6,255

投資有価証券の取得による支出 ― △112,827

関係会社株式の売却による収入 13,000 ―

敷金及び保証金の差入による支出 △1,255 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,242 △121,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 100 600

自己株式の取得による支出 ― △285

配当金の支払額 △134,233 △161,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △134,133 △160,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 617,691 461,976

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,587 1,658,279

現金及び現金同等物の期末残高 1,658,279 2,120,255
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（５）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。

(セグメント情報等)

当社グループは、「WEBマーケティング事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 255.93円 339.31円

１株当たり当期純利益金額 87.07円 110.77円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 86.21円 109.82円

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

　 あります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 585,357 745,673

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

585,357 745,673

普通株式の期中平均株式数(株) 6,722,726 6,731,956

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する
　当期純利益調整額（千円）

― ―

　普通株式増加数（株） 66,990 57,909

　（うち新株予約権）（株） （66,990） （57,909）

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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