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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年9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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 5,980 △16.6 938 △47.0 959 △46.4 589 △50.0

2020年3月期第2四半期 7,169 45.8 1,771 625.8 1,789 567.7 1,177 500.8
(注)包括利益 2021年3月期第2四半期 917百万円(△37.3％) 2020年3月期第2四半期 1,462百万円( 148.1％)

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3月期第2四半期 88.57 －

2020年3月期第2四半期 177.04 －

(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

2021年3月期第2四半期 22,639 14,159 62.0 2,108.24
2020年3月期 22,967 13,620 58.7 2,027.42
(参考)自己資本 2021年3月期第2四半期 14,029百万円 2020年3月期 13,492百万円

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3月期 － 0.00 － 54.00 54.00

2021年3月期 － 0.00

2021年3月期(予想) － 34.00 34.00
(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、 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

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 13,280 △6.9 2,034 △26.9 2,055 △26.8 1,358 △25.2 204.07
(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(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)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　

(3)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
　

　

(4)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3月期2Q 7,700,000株 2020年3月期 7,700,000株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,045,254株 2020年3月期 1,045,203株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2021年3月期2Q 6,654,758株 2020年3月期2Q 6,653,002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

本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、 当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前
提に基づいております。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における内外の状況等の変化により、
実際の業績は見通しと異なる場合があります。業績予想の利用にあたっての注意事項等については、 添付資料２ページを
ご参照ください。
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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我が国の経済状況は、新型コロナウイルスに伴う外出自粛や休業要請等が

徐々に緩和され、感染拡大を抑えつつ経済活動を再開する方向となっておりますが、収束の目途等は不明な状況で

あり、引き続き厳しい経営環境が継続しております。今後の見通しについても極めて不透明な状況となっておりま

す。

当社では新型コロナウイルス感染拡大防止への対応にかかる基本方針として掲げた以下の方針を継続し、全事業

所で「新しい生活様式」を取り入れ、リモートワークを優先した働き方を実践し、政府・各地方自治体の方針に準

拠した活動を実施してまいります。

・お客様、パートナー様と弊社社員及び家族の生命・健康を最優先とする

・感染者の増加を未然に防止する

・お客様から求められるサービスを可能な限り維持する

当第２四半期連結累計期間においては、2020年７月にパッケージ製品のサブスクリプションサービスを開始、同

月にPCA会計Hyper債権管理オプション・債務管理オプションをリリースしサービスラインナップの充実を図りまし

た。また、引き続き対面でのイベントに関しては取りやめ、ウェビナー等による非対面でのセミナーを実施してま

いりました。

当社グループではテレワークや在宅勤務・時差出勤の環境の中で業務改善につながる製品サービスを提供し、引

き続き販売パートナーとともにクラウド＆ソリューションサービスを中心にサービスを展開してまいります。

また、当社子会社で提供している勤怠管理のクラウドサービスについても「働き方改革」への対応を実現するた

めの一つの手段としての需要を見込み、今後も業績に貢献すると期待しております。

このような状況下において、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は5,980百万円(前年同

期比16.6％減)となりました。このうち、クラウド売上高は1,949百万円(前年同期比24.3％増)となっております。

利益項目については、営業利益は938百万円(前年同期比47.0％減)、経常利益は959百万円(前年同期比46.4％減)、

親会社株主に帰属する四半期純利益は589百万円(前年同期比50.0％減)となりました。

当社グループは単一セグメントにつき、セグメントごとの記載に代えて、種類別売上高を記載しております。

種類別売上高

種類 売上高(百万円) 構成比(％) 前期比増減(％)

製品
(従来型ソフトウェア)

727 12.2 △60.5

商品(帳票等) 175 2.9 △19.9

保守サービス 1,777 29.7 4.6

クラウドサービス 1,949 32.6 24.3

その他営業収入 1,350 22.6 △26.6

合計 5,980 100.0 △16.6

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期における財政状態(連結)の変動状況におきましては、当社グループの財政状態に重要な影響を及ぼ

すような事象等の特段の記載を要するものはございません。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、2020年４月27日の「2020年３月期 決算短信」で公表しました通

期の連結業績予想から変更はありません。今後の業績推移等によって通期業績予想の見直しが必要と判断した場合

には、速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2020年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,716 10,991

受取手形及び売掛金 1,984 1,499

たな卸資産 132 195

有価証券 270 150

その他 1,002 759

流動資産合計 14,106 13,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 977 1,002

土地 2,371 2,371

その他（純額） 164 158

有形固定資産合計 3,513 3,532

無形固定資産

その他 72 55

無形固定資産合計 72 55

投資その他の資産

投資有価証券 2,939 3,281

その他 2,338 2,173

貸倒引当金 △3 △1

投資その他の資産合計 5,275 5,453

固定資産合計 8,861 9,042

資産合計 22,967 22,639
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(単位：百万円)

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2020年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金 189 186

未払法人税等 749 347

前受収益 3,101 3,006

賞与引当金 263 377

役員賞与引当金 24 －

その他 1,779 1,166

流動負債合計 6,106 5,084

固定負債

長期前受収益 1,603 1,649

株式報酬引当金 53 97

役員退職慰労引当金 35 40

退職給付に係る負債 1,320 1,358

資産除去債務 61 83

その他 166 164

固定負債合計 3,240 3,395

負債合計 9,346 8,479

純資産の部

株主資本

資本金 890 890

資本剰余金 1,928 1,928

利益剰余金 11,265 11,495

自己株式 △1,394 △1,394

株主資本合計 12,690 12,920

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 801 1,109

その他の包括利益累計額合計 801 1,109

非支配株主持分 128 130

純資産合計 13,620 14,159

負債純資産合計 22,967 22,639
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

（自 2019年４月１日
　 至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　 至 2020年９月30日）

売上高 7,169 5,980

売上原価 2,826 2,314

売上総利益 4,343 3,665

販売費及び一般管理費 2,571 2,727

営業利益 1,771 938

営業外収益

受取利息 4 3

受取配当金 14 16

受取賃貸料 3 4

その他 1 2

営業外収益合計 25 26

営業外費用

その他 6 5

営業外費用合計 6 5

経常利益 1,789 959

税金等調整前四半期純利益 1,789 959

法人税等 583 350

四半期純利益 1,205 609

非支配株主に帰属する四半期純利益 28 19

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,177 589
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

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

四半期純利益 1,205 609

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 257 307

その他の包括利益合計 257 307

四半期包括利益 1,462 917

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,434 897

非支配株主に係る四半期包括利益 28 19
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（３）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。

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

　賞与支給対象期間の変更

当社は当第２四半期連結会計期間において、賞与規程の改訂を行い、６月１日から11月30日までおよび12月１日

から５月31日までの支給対象期間を４月１日から９月30日までおよび10月１日から３月31日までに変更いたしまし

た。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ115百万円

減少しております。
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