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1. 2021年5月期第1四半期の業績（2020年6月1日～2020年8月31日）

(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 ％

2021年5月期第1四半期 219 12.6 54 7.8 55 6.7 38 0.2

2020年5月期第1四半期 194 36.3 50 ― 51 ― 38 ―

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

2021年5月期第1四半期 11.95 ―

2020年5月期第1四半期 11.95 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年5月期第1四半期 1,827 1,666 91.2

2020年5月期 1,883 1,660 88.1

（参考）自己資本 2021年5月期第1四半期 1,666百万円 2020年5月期 1,660百万円

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

2020年5月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

2021年5月期 ―

2021年5月期（予想） 0.00 ― 11.00 11.00

（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. 2021年 5月期の業績予想（2020年 6月 1日～2021年 5月31日）

（％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 1,100 4.8 330 13.8 333 13.3 226 13.0 70.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

当社は、業績管理を年次で行っているため、第２四半期累計期間の業績予想は開示しておりません。



※ 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 ： 有

（注）詳細は、添付資料６ページ「２．四半期財務諸表及び主な注記　(3)四半期財務諸表に関する注記事項 （四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の

適用）」をご覧ください。

(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） 2021年5月期1Q 3,300,000 株 2020年5月期 3,300,000 株

② 期末自己株式数 2021年5月期1Q 108,207 株 2020年5月期 108,183 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年5月期1Q 3,191,814 株 2020年5月期1Q 3,184,017 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予測等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。

　なお、上記の予想の前提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１四半期累計期間(2020年６月１日から2020年８月31日まで)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症により停滞していた経済活動が５月の緊急事態宣言の解除を機に再開されつつあるものの、国内の感染者数が

再び増加傾向になる等、景気回復への道のりが見通せず、予断を許さない状況が続いております。

このような環境でありましたが、当社は、引き続き防災・防犯・救急といった安心・安全に係わる分野を中心に

地方自治体等に対してクラウドサービスやGIS関連の受託開発の受注獲得に努めました。

また、前事業年度に神戸市消防局及び小野市消防本部において実証実験を実施した映像通報システム「Live119」

を７月1日より同２消防で本運用を開始し、この導入実績を基に全国の消防本部等に向けて営業を開始いたしまし

た。

以上の結果、「NET119緊急通報システム」等のクラウドサービスの契約数が積み上がり、ストック型の利用料収

入が着実に増加したことから、売上高は219,134千円（前年同四半期比12.6％増）、営業利益は54,889千円（前年同

四半期比7.8％増）、経常利益は55,266千円（前年同四半期比6.7％増）、四半期純利益は38,137千円（前年同四半

期比0.2％増）となりました。

なお、当社事業は顧客の決算期が集中する３月に売上計上される受注が多いため、第４四半期会計期間に売上高

が偏重する傾向があることから、各四半期の業績に季節変動があります。

また、当社は地理及び位置情報事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における総資産は、1,827,186千円となり、前事業年度末と比較して56,332千円の減少と

なりました。これは主に、金銭の信託が200,000千円、売掛金が24,611千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預

金が282,323千円減少したことによるものであります。

負債は、160,876千円となり、前事業年度末と比較して62,518千円の減少となりました。これは主に、未払法人税

等が43,516千円、未払消費税等が18,564千円、それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、1,666,310千円となり、前事業年度末と比較して6,185千円の増加となりました。これは主に、利益剰

余金が増加したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の業績予想につきましては、現時点において新型コロナウイルス感染症の影響は軽微であり、2020

年７月９日に公表いたしました数値から変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,548,708 1,266,384

売掛金 84,839 109,450

金銭の信託 - 200,000

商品 - 1,950

仕掛品 10,144 29,135

貯蔵品 2,366 4,130

その他 17,009 17,682

貸倒引当金 △84 △109

流動資産合計 1,662,983 1,628,623

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,906 3,815

工具、器具及び備品（純額） 4,964 4,473

有形固定資産合計 8,871 8,288

無形固定資産

ソフトウエア 1,569 1,221

無形固定資産合計 1,569 1,221

投資その他の資産

投資有価証券 163,883 143,907

その他 46,212 45,146

投資その他の資産合計 210,095 189,053

固定資産合計 220,536 198,563

資産合計 1,883,519 1,827,186
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 19,144 11,470

未払法人税等 63,329 19,812

未払消費税等 33,652 15,087

賞与引当金 - 13,264

その他 53,844 50,691

流動負債合計 169,970 110,326

固定負債

長期未払金 19,965 19,965

その他 33,459 30,584

固定負債合計 53,424 50,549

負債合計 223,394 160,876

純資産の部

株主資本

資本金 363,950 363,950

資本剰余金 366,314 366,314

利益剰余金 939,806 946,026

自己株式 △10,518 △10,571

株主資本合計 1,659,552 1,665,719

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 572 591

評価・換算差額等合計 572 591

純資産合計 1,660,125 1,666,310

負債純資産合計 1,883,519 1,827,186
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年８月31日)

売上高 194,554 219,134

売上原価 56,352 68,874

売上総利益 138,201 150,260

販売費及び一般管理費 87,294 95,370

営業利益 50,907 54,889

営業外収益

受取利息 26 16

受取配当金 8 8

有価証券利息 798 331

その他 65 20

営業外収益合計 899 377

経常利益 51,807 55,266

特別利益

投資有価証券売却益 3,399 -

特別利益合計 3,399 -

税引前四半期純利益 55,207 55,266

法人税等 17,146 17,129

四半期純利益 38,060 38,137
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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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。


