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(百万円未満四捨五入)
１．2020年９月期の連結業績（2019年10月１日～2020年９月30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９月期 4,153 21.2 539 187.7 535 201.6 355 223.0
2019年９月期 3,427 20.9 187 △7.3 178 △19.0 110 △10.9

(注) 包括利益 2020年９月期 786百万円( 629.3％) 2019年９月期 108百万円(△12.3％)
　

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９月期 22.58 21.89 28.3 15.6 13.0
2019年９月期 7.14 － 17.2 7.2 5.5

(参考) 持分法投資損益 2020年９月期 －百万円 2019年９月期 －百万円
　

（注）1. 当社は、2019年７月19日開催の取締役会決議により、2019年８月14日付で普通株式１株につき2,000株の株式分割を行っておりま

す。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

　 2. 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったた

め期中平均株価が把握できず、記載しておりません。
　

（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９月期 4,241 1,822 43.0 113.85

2019年９月期 2,603 691 26.6 44.92
(参考) 自己資本 2020年９月期 1,822百万円 2019年９月期 691百万円
　

（注）当社は、2019年７月19日開催の取締役会決議により、2019年８月14日付で普通株式１株につき2,000株の株式分割を行っております。

前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。
　

（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９月期 774 △123 345 2,871

2019年９月期 227 △157 － 1,874
　

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９月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －
2020年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2021年９月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －
　

３．2021年９月期の連結業績予想（2020年10月１日～2021年９月30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 4,841 16.6 310 △42.4 310 △42.1 193 △45.6 12.06

　　



※ 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９月期 16,002,200株 2019年９月期 15,388,000株

② 期末自己株式数 2020年９月期 37株 2019年９月期 ―株

③ 期中平均株式数 2020年９月期 15,717,948株 2019年９月期 15,388,000株
　

（注）当社は、2019年７月19日開催の取締役会決議により、2019年８月14日付で普通株式１株につき2,000株の株式
分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期末発行済株式数及び期
中平均株式数を算定しております。

　

※ 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
（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見通しなど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。また実際の業績な
ど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

①連結経営成績にかかるその他指標

売上高のうち、解約がされない限り
翌期も継続的に売上高となる性質の売上

百万円 売上高全体における構成率(%)

2020年9月期 4,033 97.1

2019年9月期 3,292 96.1

前年同期比 22.5%

売上総利益率

%

2020年9月期 82.3

2019年9月期 82.3

②売上区分別の概況

HENNGE One事業
プロフェッショナル・サービス及び

その他事業

百万円 百万円

2020年9月期 3,618 535

2019年9月期 2,916 511

前年同期比 24.1% 前年同期比 4.6%

（注）当社グループの事業セグメントは、単一セグメントです。

③HENNGE One事業における経営指標

翌連結会計年度の収益見込みのベースとなるARR(注1)

百万円

2020年9月期 3,909

2019年9月期 3,240

（注）1．ARR (Annual Recurring Revenue): 対象月の月末時点における契約ユーザから獲得する、翌期以降も経常的に売上高に積み上げら

れる可能性の高い年間契約金額の総額です。当社グループでは、以下の計算式で算出しております。

期末ARR = 期末月のMRR(注2) × 12 (12倍することで年額に換算)

2．MRR (Monthly Recurring Revenue): 対象月の契約ユーザから獲得した月額利用料金の合計です。ここには一時的な売上高は含み

ません。

契約企業数 契約ユーザ数

社 人

2020年9月期 1,667 1,948,147

2019年9月期 1,428 1,672,160

直近12ヶ月の平均月次解約率(注)

%

2020年9月期 0.16

2019年9月期 0.12

（注）解約率: 既存の契約金額に占める、解約や減アカウント・減機能に伴い減少した契約金額の割合です。当社グループの「HENNGE

One」は原則年間契約でありますが、ここでは月次ベースで記載しております。
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（２）当期の財政状態の概況

①資産

当連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

総資産 4,241 1,638

比較増減の主な内訳

現金及び預金 997

投資有価証券 594

②負債

当連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

負債 2,419 507

比較増減の主な内訳

前受収益 249

未払法人税等 100

③純資産

当連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

純資産 1,822 1,131

比較増減の主な内訳

資本金 172

資本剰余金 172

利益剰余金 355

その他有価証券評価差額金 430

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

現金及び現金同等物等 2,871 997

当連結会計年度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。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 774 547

営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳

税金等調整前当期純利益 505

前受収益の増減額 249

法人税等の支払額 △72
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②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー △123 33

投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳

有形固定資産取得による支出 △113

投資有価証券取得による支出 △17

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー 345 345

財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳

株式の発行による収入 345

（４）今後の見通し

　今後の業績見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、国内におけるクラウドサー

ビスを利用する企業の数は、加速するものと考えております。

　当社グループとしては、2021年9月期は積極的なマーケティング投資を行い、ニューノーマル下で拡大する機会を捉え

ることで、HENNGE Oneの中長期的なARR成長を加速します。

　各項目ごとの方針は以下の通りです。

　HENNGE One事業の売上高は、契約企業数、ARPUの上昇によりARR成長速度の変曲点を作りだし、2021年9月期以降の

HENNGE One ARRの年間20％以上の持続的成長を目指します。広告宣伝費は、上半期に過去最大のデジタルイベントと、

それに付帯した大規模広告の計画を実施します。なお人員数は全社で30名以上の純増を目指し、営業職とカスタマーサ

クセス職を重点的に増強します。

　以上により、当社グループの2021年9月期の連結業績見通しは、売上高4,841百万円(前期比16.6％増)、営業利益310百

万円(同42.4％減)、経常利益310百万円(同42.1％減)、親会社株主に帰属する当期純利益193百万円(同45.6％減)を予想

しています。

　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な不確定要素により、大

きく異なる可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループでは、国内の企業間での比較可能性を考慮し、会計基準については日本基準を適用しています。
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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９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,874,179 2,870,891

売掛金 88,444 163,304

仕掛品 240 ―

原材料 29 29

前払費用 148,571 134,824

その他 3,779 2,408

流動資産合計 2,115,242 3,171,457

固定資産

有形固定資産

建物 154,718 161,550

減価償却累計額 △30,013 △20,652

建物（純額） 124,705 140,898

工具、器具及び備品 92,282 105,918

減価償却累計額 △43,472 △58,501

工具、器具及び備品（純額） 48,810 47,417

建設仮勘定 495 ―

有形固定資産合計 174,010 188,314

無形固定資産

ソフトウエア 3,774 2,612

無形固定資産合計 3,774 2,612

投資その他の資産

投資有価証券 60,162 653,878

繰延税金資産 68,406 ―

敷金及び保証金 177,179 160,380

その他 4,427 64,129

投資その他の資産合計 310,174 878,387

固定資産合計 487,959 1,069,313

資産合計 2,603,200 4,240,770
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,076 17,234

未払金 154,965 111,917

前受収益 1,357,381 1,606,578

未払法人税等 47,928 148,240

賞与引当金 132,216 155,326

資産除去債務 10,020 ―

その他 71,048 188,188

流動負債合計 1,785,633 2,227,482

固定負債

繰延税金負債 ― 92,186

資産除去債務 61,251 61,390

その他 65,022 37,905

固定負債合計 126,273 191,481

負債合計 1,911,906 2,418,962

純資産の部

株主資本

資本金 330,800 503,153

資本剰余金 296,500 468,853

利益剰余金 68,555 423,536

自己株式 ― △109

株主資本合計 695,855 1,395,433

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57 430,216

為替換算調整勘定 △4,618 △3,842

その他の包括利益累計額合計 △4,561 426,375

純資産合計 691,294 1,821,808

負債純資産合計 2,603,200 4,240,770
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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10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 3,426,851 4,152,655

売上原価 605,105 735,302

売上総利益 2,821,746 3,417,353

販売費及び一般管理費 2,634,522 2,878,703

営業利益 187,223 538,649

営業外収益

受取利息 453 1,298

受取配当金 6 6

その他 72 ―

営業外収益合計 531 1,304

営業外費用

為替差損 10,241 3,830

支払手数料 ― 666

営業外費用合計 10,241 4,496

経常利益 177,513 535,457

特別損失

投資有価証券評価損 ― 30,000

特別損失合計 ― 30,000

税金等調整前当期純利益 177,513 505,457

法人税、住民税及び事業税 77,786 166,503

法人税等調整額 △10,171 △16,027

法人税等合計 67,616 150,476

当期純利益 109,897 354,981

親会社株主に帰属する当期純利益 109,897 354,981
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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10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

当期純利益 109,897 354,981

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △51 430,160

為替換算調整勘定 △2,077 776

その他の包括利益合計 △2,128 430,936

包括利益 107,769 785,917

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 107,769 785,917
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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10月１日 至 2019年９月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 330,800 296,500 △41,342 585,958

当期変動額

親会社株主に帰属

する当期純利益
109,897 109,897

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 109,897 109,897

当期末残高 330,800 296,500 68,555 695,855

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 108 △2,541 △2,433 583,525

当期変動額

親会社株主に帰属

する当期純利益
109,897

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△51 △2,077 △2,128 △2,128

当期変動額合計 △51 △2,077 △2,128 107,769

当期末残高 57 △4,618 △4,561 691,294
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当連結会計年度（自 2019年10月１日 至 2020年９月30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 330,800 296,500 68,555 － 695,855

当期変動額

新株の発行 172,353 172,353 344,706

親会社株主に帰属

する当期純利益
354,981 354,981

自己株式の取得 △109 △109

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 172,353 172,353 354,981 △109 699,578

当期末残高 503,153 468,853 423,536 △109 1,395,433

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 57 △4,618 △4,561 691,294

当期変動額

新株の発行 344,706

親会社株主に帰属

する当期純利益
354,981

自己株式の取得 △109

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

430,160 776 430,936 430,936

当期変動額合計 430,160 776 430,936 1,130,514

当期末残高 430,216 △3,842 426,375 1,821,808
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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10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30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 177,513 505,457

減価償却費 28,465 49,239

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,971 23,110

受取利息及び受取配当金 △459 △1,304

為替差損益（△は益） 19,260 △4,391

投資有価証券評価損益（△は益） － 30,000

売上債権の増減額（△は増加） △6,061 △74,860

たな卸資産の増減額（△は増加） △41 240

前払費用の増減額（△は増加） △12,325 13,746

仕入債務の増減額（△は減少） △67,762 5,158

未払金の増減額（△は減少） △68,228 7,708

前受収益の増減額（△は減少） 184,765 249,197

その他 70,659 41,926

小計 345,759 845,226

利息及び配当金の受取額 459 1,304

法人税等の支払額 △119,193 △72,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 227,025 774,187

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 △37,287 △113,138

資産除去債務の履行による支出 － △10,032

投資有価証券の取得による支出 △29,999 △16,938

敷金及び保証金の差入による支出 △89,669 △1,219

敷金及び保証金の回収による収入 － 18,019

その他 360 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,595 △123,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △109

株式の発行による収入 － 344,706

財務活動によるキャッシュ・フロー － 344,597

現金及び現金同等物に係る換算差額 △315 1,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,114 996,713

現金及び現金同等物の期首残高 1,804,065 1,874,179

現金及び現金同等物の期末残高 1,874,179 2,870,891
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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)

当社グループの事業セグメントは単一セグメントでありますので、セグメント別の記載は省略しております。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり純資産額 44.92円 113.85円

１株当たり当期純利益金額 7.14円 22.58円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

― 21.89円

(注) １．当社は、2019年７月19日開催の取締役会決議により、2019年８月14日付で普通株式１株につき2,000株の株

式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額

及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　 ２．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式

は非上場であったため、期中平均株価が把握できず、記載しておりません。

３．１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。

前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30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金額(千円) 109,897 354,981

　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金額
　(千円)

109,897 354,981

　期中平均株式数(株) 15,388,000 15,717,948

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　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) ― 497,651

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めなかった潜在株式の概要

新株予約権４種類（新株予
約権の数434個）

新株予約権２種類（新株予
約権の数123個）

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


