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1. 2021年4月期第2四半期の連結業績（2020年5月1日～2020年10月31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4月期第2四半期 2,097 18.7 86 ― 66 ― 34 ―

2020年4月期第2四半期 1,766 △15.9 △35 ― △61 ― △91 ―

（注）包括利益 2021年4月期第2四半期　　38百万円 （―％） 2020年4月期第2四半期　　△83百万円 （―％）

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4月期第2四半期 2.69 ―

2020年4月期第2四半期 △7.20 ―

（注）2021年４月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。また、2020年４月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、希薄化効果を有している潜
在株式が存在しないため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

2021年4月期第2四半期 6,812 6,391 93.8 500.91

2020年4月期 6,657 6,353 95.4 497.93

（参考）自己資本 2021年4月期第2四半期 6,391百万円 2020年4月期 6,353百万円

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4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年4月期 ― 0.00

2021年4月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2021年４月期の配当は未定です。

3. 2021年 4月期の連結業績予想（2020年 5月 1日～2021年 4月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益
百万円 ％ 百万円 ％

通期 4,300 13.5 160 ―

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　2021年４月期の連結業績予想については、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であるため、「売上高」及び「営業利益」を開示しております。詳細
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　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。



※ 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 ： 無

(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4月期2Q 13,651,000 株 2020年4月期 13,651,000 株

② 期末自己株式数 2021年4月期2Q 892,101 株 2020年4月期 892,101 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年4月期2Q 12,758,899 株 2020年4月期2Q 12,758,899 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当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　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

連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　新型コロナウイルス感染症の再拡大など、国内外の経済活動は大幅に抑制されており不透明な状況が続いており

ますが、当社グループ主力の占いサービス事業は、主にスマートフォンやＰＣを通じたインターネットサービスの

ため、現在までのところ大きな影響は受けておりません。その他事業の旅行事業において予約件数の低迷が継続し

ているものの、連結売上高への影響は軽微であると認識しております。

　当第２四半期においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため移行したリモートワーク体制を継続しつ

つ、個々の占いサービスにおいて機能追加や周年キャンペーン実施に取り組むなど、事業の強化を推進してまいり

ました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は2,097,304千円（前年同四半期比18.7％増）、営

業利益は86,340千円（前年同四半期は35,450千円の営業損失）、経常利益は66,588千円（前年同四半期は61,108千

円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は34,379千円（前年同四半期は91,921千円の親会社株主に帰

属する四半期純損失）となりました。

　なお、2020年12月２日に2021年４月期の連結業績予想の修正を発表いたしました。本業績予想に関しては発表時

点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,879,188 4,971,536

売掛金 424,371 545,602

商品及び製品 27,227 48,699

仕掛品 533 9

未収還付法人税等 63,296 62,398

その他 60,112 52,923

貸倒引当金 △1,210 △1,496

流動資産合計 5,453,517 5,679,675

固定資産

有形固定資産 73,375 69,542

無形固定資産

ソフトウエア 71,703 71,835

のれん 423,732 356,297

その他 10,530 11,075

無形固定資産合計 505,966 439,209

投資その他の資産

投資有価証券 429,434 429,281

その他 195,613 195,225

投資その他の資産合計 625,047 624,507

固定資産合計 1,204,389 1,133,258

資産合計 6,657,907 6,812,934

負債の部

流動負債

買掛金 106,850 135,534

未払金 105,691 150,276

未払法人税等 27,740 39,457

ポイント引当金 3,940 4,781

その他 59,248 90,447

流動負債合計 303,469 420,497

固定負債

繰延税金負債 979 1,163

固定負債合計 979 1,163

負債合計 304,448 421,661

純資産の部

株主資本

資本金 1,476,343 1,476,343

資本剰余金 1,401,720 1,401,720

利益剰余金 4,685,925 4,720,304

自己株式 △1,377,882 △1,377,882

株主資本合計 6,186,106 6,220,485

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △150 △303

為替換算調整勘定 167,130 170,928

その他の包括利益累計額合計 166,980 170,625

新株予約権 364 154

非支配株主持分 7 7

純資産合計 6,353,458 6,391,272

負債純資産合計 6,657,907 6,812,934

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
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2019年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2020年10月31日)

売上高 1,766,562 2,097,304

売上原価 609,030 613,735

売上総利益 1,157,532 1,483,568

販売費及び一般管理費 1,192,982 1,397,228

営業利益又は営業損失（△） △35,450 86,340

営業外収益

受取利息 6,213 1,343

助成金収入 570 3,848

その他 2,393 754

営業外収益合計 9,177 5,946

営業外費用

為替差損 34,786 25,585

その他 49 112

営業外費用合計 34,835 25,697

経常利益又は経常損失（△） △61,108 66,588

特別損失

賃貸借契約解約損 9,692 －

特別損失合計 9,692 －

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
△70,801 66,588

法人税、住民税及び事業税 26,066 32,303

法人税等調整額 △4,945 △93

法人税等合計 21,120 32,209

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,921 34,378

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
△91,921 34,379

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2019年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2020年10月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91,921 34,378

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,074 △153

為替換算調整勘定 10,330 3,798

その他の包括利益合計 8,255 3,644

四半期包括利益 △83,665 38,023

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △83,665 38,024

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2019年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
△70,801 66,588

減価償却費 60,123 50,435

のれん償却額 40,301 61,677

長期前払費用償却額 384 558

貸倒引当金の増減額（△は減少） △142 285

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,549 841

受取利息 △6,213 △1,343

為替差損益（△は益） 34,753 25,642

助成金収入 △570 △3,848

賃貸借契約解約損 9,692 －

売上債権の増減額（△は増加） △43,356 △121,726

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,714 △20,909

仕入債務の増減額（△は減少） △33,915 29,400

未払金の増減額（△は減少） △34,509 44,766

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,508 13,544

その他 21,150 22,946

小計 △84,778 168,859

利息の受取額 4,816 829

助成金の受取額 570 3,848

法人税等の支払額 △118,018 △81,630

法人税等の還付額 2,848 63,296

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,560 155,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △496,752 △586,694

定期預金の払戻による収入 336,464 4,546

有形固定資産の取得による支出 △23,219 △10,905

無形固定資産の取得による支出 △30,559 △35,892

差入保証金の回収による収入 － 160

投資活動によるキャッシュ・フロー △214,066 △628,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △17 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △17 △8

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,169 △16,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △413,814 △489,621

現金及び現金同等物の期首残高 4,660,428 4,673,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,246,614 4,183,922

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前事業年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関する会計上

の見積りの仮定について、重要な変更はありません。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設され

たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39

号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規

定に基づいております。
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