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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 19,702 2.4 2,707 △2.1 2,906 3.6 2,020 5.6 2,014 5.5 2,270 13.3

2020年３月期第３四半期 19,244 － 2,764 － 2,807 － 1,912 － 1,909 － 2,004 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 74.81 －

2020年３月期第３四半期 70.86 －

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 33,994 23,915 23,854 70.2

2020年３月期 33,049 22,506 22,451 67.9

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 － 15.00 － 15.00 30.00

2021年３月期 － 17.00 －

2021年３月期（予想） 15.00 32.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 24,000 △1.8 2,000 △23.1 2,250 △17.6 1,550 △16.4 1,550 △16.0 57.58

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注１）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

（注２）2021年３月期第２四半期末配当金17円00銭は、普通配当15銭00円と創業90周年記念配当２円00銭の合計額です。

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期３Ｑ 30,716,688株 2020年３月期 30,716,688株

②  期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 3,797,321株 2020年３月期 3,797,152株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 26,919,429株 2020年３月期３Ｑ 26,947,500株

※  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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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

（３）発行済株式数（普通株式）

※  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あたっての

注意事項等については、〔添付資料〕P.4「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

　四半期決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載する予定です。また、第２四半期の決算説明会については、

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から会場での開催は見合わせ、補足説明資料の説明動画を当社ウェブサイト

に掲載しております。
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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

①　わが国経済の状況

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、世界規模で拡大した新型コロナウ

イルス感染症の影響が長期化し、引き続き企業活動や個人の消費活動において大きなマイナス影響を受けまし

た。国内においては経済活動が段階的に再開される一方、11月以降の急速な感染拡大に歯止めがかからず、予断

を許さない状況が続いています。一方、当社事業と関連性が高い国内証券市場においては、このような状況への

警戒感から１回目の緊急事態宣言時に下落していた日経平均株価が徐々に回復し、期初の18,000円台から年末に

27,000円台まで上昇いたしました。

②　業績の概況

当第３四半期は、国内外の投資家に向けた開示・ＩＲ強化の動きが進展し、株主総会招集通知や英文翻訳サー

ビス等の売上が増加いたしました。加えて、ファイナンス・ＩＰＯ関連製品やＷｅｂ制作関連の売上が増加いた

しました。これらの増収が、投資信託の新規設定減や前年同期の消費税率改定関連特需の反動減に伴う金融商品

関連製品の減収を補った結果、当第３四半期の連結売上収益は、前年同期比457百万円増（同2.4％増）の19,702

百万円となりました。

利益面では、体制強化に伴う労務費・人件費が増加したほか、新型コロナウイルス感染症対策費用を新たに計

上した結果、営業利益は前年同期比57百万円減（同2.1％減）の2,707百万円となりました。また、2020年７月１

日付で持分法適用関連会社から連結子会社化した株式会社ディスクロージャー・プロの株式の段階取得に係る差

益が計上されたことにより、税引前四半期利益は前年同期比100百万円増（同3.6％増）の2,906百万円、親会社

の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比104百万円増（同5.5％増）の2,014百万円となりました。

１）製品別の販売動向

＜上場会社ディスクロージャー関連＞

株主総会招集通知のカラー化による増収に加えて、開示書類作成を支援するシステムサービス・アウトソー

シングサービスの増収も寄与いたしました。また、証券市場の株価回復を背景にファイナンス・ＩＰＯ関連製

品の受注規模が拡大したことにより、上場会社ディスクロージャー関連の売上収益は、前年同期比513百万円

増（同6.2％増）の8,784百万円となりました。

＜上場会社ＩＲ関連等＞

株主通信の減収が続く一方、コーポレートガバナンス・コードへの対応を背景として、ＩＲサイト構築や英

文翻訳サービス等の受注が増加いたしました。また、2019年10月１日付で連結子会社化した、Ｗｅｂ制作会社

の株式会社レインボー・ジャパンの売上収益も加わりました。これらの結果、上場会社ＩＲ関連等の売上収益

は、前年同期比158百万円増（同3.1％増）の5,179百万円となりました。

＜金融商品ディスクロージャー関連＞

金融商品関連製品の印刷物の受注が、前年同期の消費税率改定に伴うスポット需要の反動減により減少しま

した。投資信託市場は、一部ファンドの新規設定減速や受注ボリュームの縮小により、主力製品である目論見

書等が減収となりました。また、市況の変化を受け外国債券関連製品も減収となりました。これらの結果、金

融商品ディスクロージャー関連の売上収益は、前年同期比209百万円減（同4.1％減）の4,922百万円となりま

した。

＜データベース関連＞

企業情報データベース、経済・産業情報データベースともに新規開拓の一方で一部解約や単価のダウンがあ

りました。これらの結果、データベース関連の売上収益は前年同期比４百万円減（同0.5％減）の817百万円と

なりました。
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（製品区分別売上収益）

区分

前第３四半期連結累計期間
 （自　2019年４月１日
　 至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
 （自　2020年４月１日
　 至　2020年12月31日）

増減
(△印減)

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

 上場会社ディスクロージャー関連 8,271,778 43.0 8,784,424 44.6 512,646 6.2

 上場会社ＩＲ関連等 5,020,725 26.1 5,178,537 26.3 157,813 3.1

 金融商品ディスクロージャー関連 5,131,187 26.7 4,922,187 25.0 △209,000 △4.1

 データベース関連 820,691 4.2 816,511 4.1 △4,180 △0.5

合計 19,244,381 100.0 19,701,660 100.0 457,279 2.4

（参考）2020年３月期

第１四半期
（４－６月期）

第２四半期
（７－９月期）

第３四半期
（10－12月期）

第４四半期
（１－３月期）

年度計

 売上収益    （百万円） 9,481 4,602 5,161 5,202 24,446

 構成比          （％） 38.8 18.8 21.1 21.3 100.0

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２）利益の概況

当第３四半期の売上収益は、上場会社ディスクロージャー関連及び上場会社ＩＲ関連等の増収が寄与し、457

百万円の増加となりました。売上原価は、制作体制の強化及びサービスの向上に伴う労務費の増加を主因とし

て、430百万円増加いたしました。これにより売上原価率は前年同期比0.8ポイント増の59.6％となりました。こ

の結果、売上総利益は前年同期比28百万円増（同0.3％増）の7,952百万円となりました。一方、販売費及び一般

管理費は営業体制強化に伴う人件費増や新型コロナウイルス感染症対策費用等により、前年同期比87百万円増

（同1.7％増）の5,298百万円となりました。販売費及び一般管理費率は前年同期比0.2ポイント減の26.9％とな

りました。これらにその他の収益とその他の費用を加減した結果、営業利益は前年同期比57百万円減（同2.1％

減）の2,707百万円となりました。

金融収益は受取配当金等により42百万円、金融費用は７百万円となりました。持分法による投資利益は26百万

円となりました。また、株式会社ディスクロージャー・プロの株式の段階取得に係る差益が139百万円計上され

ました。これらの加減により、税引前四半期利益は前年同期比100百万円増（同3.6％増）の2,906百万円となり

ました。また、親会社の所有者に帰属する四半期利益は前年同期比104百万円増（同5.5％増）の2,014百万円と

なりました。

③　第３四半期の季節性

当社グループの売上収益の約３分の２を占める事業会社向け製品・サービスは、顧客の約65％が３月決算会社

であるため、決算及び株主総会関連製品の受注が第１四半期連結会計期間（４－６月期）に集中します。このた

め、下表のとおり第１四半期連結会計期間の売上収益が約４割を占め、第３四半期連結会計期間（10－12月期）

の売上収益は約２割にとどまります。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ945百万円増加し33,994百万円と

なりました。主な要因は、現金及び現金同等物の増加1,273百万円等であります。

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ464百万円減少し10,079百万円と

なりました。主な要因は、営業債務及びその他の債務の減少493百万円等であります。

当第３四半期連結会計期間末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ1,408百万円増加し23,915百万円

となりました。主な要因は、親会社の所有者に帰属する四半期利益2,014百万円の計上による増加と剰余金の配

当861百万円による減少等であります。この結果、親会社所有者帰属持分比率は、70.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

＜当期の見通し＞

2020年８月28日公表の2021年３月期通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 11,910,898 13,183,987

営業債権及びその他の債権 2,548,657 2,141,249

その他の金融資産 2,310,915 1,935,027

棚卸資産 511,471 526,269

その他の流動資産 283,600 272,265

流動資産合計 17,565,541 18,058,797

非流動資産

有形固定資産 4,657,122 4,670,289

使用権資産 1,988,261 1,573,688

のれん 304,485 702,399

無形資産 2,246,279 2,452,815

投資不動産 186,322 186,322

持分法で会計処理されている投資 728,142 709,076

その他の金融資産 4,233,973 4,794,403

繰延税金資産 1,078,340 787,320

その他の非流動資産 60,678 58,620

非流動資産合計 15,483,602 15,934,931

資産合計 33,049,144 33,993,729

負債及び資本

負債

流動負債

借入金 56,672 106,672

リース負債 752,312 738,813

営業債務及びその他の債務 1,434,026 941,417

未払法人所得税等 689,136 345,470

契約負債 651,858 1,029,524

その他の流動負債 2,517,150 2,507,787

流動負債合計 6,101,154 5,669,682

非流動負債

借入金 8,324 303,320

リース負債 1,262,247 882,589

退職給付に係る負債 2,523,384 2,530,457

引当金 188,201 194,239

その他の非流動負債 459,592 498,805

非流動負債合計 4,441,749 4,409,410

負債合計 10,542,902 10,079,091

資本

資本金 3,058,651 3,058,651

資本剰余金 4,683,596 4,683,596

自己株式 △3,801,143 △3,801,332

その他の資本の構成要素 348,191 598,284

利益剰余金 18,162,035 19,314,464

親会社の所有者に帰属する持分合計 22,451,330 23,853,663

非支配持分 54,911 60,974

資本合計 22,506,241 23,914,637

負債及び資本合計 33,049,144 33,993,729

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

売上収益 19,244,381 19,701,660

売上原価 △11,320,219 △11,749,978

売上総利益 7,924,162 7,951,682

販売費及び一般管理費 △5,210,535 △5,297,854

その他の収益 61,343 62,997

その他の費用 △11,257 △10,124

営業利益 2,763,712 2,706,701

金融収益 36,827 41,614

金融費用 △8,602 △6,740

持分法による投資利益 14,579 25,692

段階取得に係る再測定による利益 － 139,122

税引前四半期利益 2,806,517 2,906,389

法人所得税費用 △894,060 △886,423

四半期利益 1,912,457 2,019,966

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,909,474 2,013,851

非支配持分 2,983 6,115

四半期利益 1,912,457 2,019,966

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 70.86 74.81

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － －

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期利益 1,912,457 2,019,966

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産
96,595 246,084

純損益に振り替えられることのない項目合計 96,595 246,084

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △5,002 3,957

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △5,002 3,957

税引後その他の包括利益 91,594 250,041

四半期包括利益 2,004,051 2,270,007

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 2,001,478 2,263,945

非支配持分 2,572 6,063

四半期包括利益 2,004,051 2,270,007

（要約四半期連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

合計

2019年４月１日時点の残高 3,058,651 4,683,596 △3,324,251 △12,249 381,514 369,265

四半期利益 －

その他の包括利益 △4,591 96,595 92,004

四半期包括利益合計 － － － △4,591 96,595 92,004

自己株式の取得 △476,892 －

配当金 －

子会社の支配獲得に伴う変動 －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

7,563 7,563

所有者との取引額合計 － － △476,892 － 7,563 7,563

2019年12月31日時点の残高 3,058,651 4,683,596 △3,801,143 △16,840 485,672 468,831

親会社の所有者に帰属する
持分

非支配持分 合計
利益剰余金 合計

2019年４月１日時点の残高 17,117,366 21,904,626 43,231 21,947,857

四半期利益 1,909,474 1,909,474 2,983 1,912,457

その他の包括利益 92,004 △411 91,594

四半期包括利益合計 1,909,474 2,001,478 2,572 2,004,051

自己株式の取得 △476,892 △476,892

配当金 △813,019 △813,019 △813,019

子会社の支配獲得に伴う変動 － 4,760 4,760

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

△7,563 － －

所有者との取引額合計 △820,582 △1,289,911 4,760 △1,285,150

2019年12月31日時点の残高 18,206,258 22,616,193 50,564 22,666,757

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）
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(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の包括
利益を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

合計

2020年４月１日時点の残高 3,058,651 4,683,596 △3,801,143 △14,370 362,561 348,191

四半期利益 －

その他の包括利益 4,009 246,084 250,093

四半期包括利益合計 － － － 4,009 246,084 250,093

自己株式の取得 △189 －

配当金 －

所有者との取引額合計 － － △189 － － －

2020年12月31日時点の残高 3,058,651 4,683,596 △3,801,332 △10,361 608,645 598,284

親会社の所有者に帰属する
持分

非支配持分 合計
利益剰余金 合計

2020年４月１日時点の残高 18,162,035 22,451,330 54,911 22,506,241

四半期利益 2,013,851 2,013,851 6,115 2,019,966

その他の包括利益 250,093 △52 250,041

四半期包括利益合計 2,013,851 2,263,945 6,063 2,270,007

自己株式の取得 △189 △189

配当金 △861,422 △861,422 △861,422

所有者との取引額合計 △861,422 △861,612 － △861,612

2020年12月31日時点の残高 19,314,464 23,853,663 60,974 23,914,637

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）
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（４）要約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。

（重要な後発事象）

　当社は、2021年１月29日開催の取締役会において、会社法第459条第１項および当社定款の規定に基づき、自己株

式取得に係る事項および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却について、下記のとおり決議いたしました。

１．自己株式の取得および消却を行う理由

　資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施並びに株主への一層の利益還元を目的

として、自己株式を取得および消却するものであります。

２．取得の内容

（１）取得する株式の種類　　：普通株式

（２）取得する株式の総数　　：500,000株を上限とする

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.86％）

（３）株式の取得価額の総額　：５億円を上限とする

（４）取得する期間　　　　　：2021年２月１日から2021年６月30日まで

（５）取得の方法　　　　　　：東京証券取引所における市場買付

３．消却の内容

（１）消却する株式の種類　　：普通株式

（２）消却する株式の数　　　：2,000,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合6.51％）

（３）消却予定日　　　　　　：2021年２月15日

（ご参考）

① 2020年12月31日時点の発行済株式総数（自己株式を除く） 26,919,367株

② 2020年12月31日時点の自己株式数 3,797,321株

③ 自己株式消却後の発行済株式総数 28,716,688株
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