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(百万円未満四捨五入)

１．2021年９月期第１四半期の連結業績（2020年10月１日～2020年12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９月期第１四半期 1,134 20.7 201 ― 204 ― 137 ―

2020年９月期第１四半期 940 ― △3 ― △2 ― △5 ―
(注)包括利益 2021年９月期第１四半期 △63百万円( ―％) 2020年９月期第１四半期 △5百万円( ―％)

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９月期第１四半期 8.58 8.46

2020年９月期第１四半期 △0.34 ―
(注)1. 2020年９月期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在
　 するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2. 当社は、2019年９月期第１四半期の四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年９月期第１四半期の対
前年同四半期増減率は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

百万円 百万円 ％

2021年９月期第１四半期 3,964 1,759 44.4
2020年９月期 4,241 1,822 43.0
(参考) 自己資本 2021年９月期第１四半期 1,759百万円 2020年９月期 1,822百万円
　　

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９月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年９月期 ―

2021年９月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(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) 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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９月期１Ｑ 16,008,200株 2020年９月期 16,002,200株

② 期末自己株式数 2021年９月期１Ｑ 37株 2020年９月期 37株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期１Ｑ 16,005,098株 2020年９月期１Ｑ 15,554,165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．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連結経営成績にかかるその他指標

売上総利益率

%

2021年９月期第１四半期 82.8

2020年９月期第１四半期 81.2

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

2021年９月期第１四半期 1,008 126

2020年９月期第１四半期 836 104

前年同期比 20.6% 前年同期比 20.9%

（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

2021年９月期第１四半期 4,102

2020年９月期第１四半期 3,411

（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

2021年９月期第１四半期 1,752 1,939,517

2020年９月期第１四半期 1,487 1,776,139

直近12ヶ月の平均月次解約率(注)

%

2021年９月期第１四半期 0.22

2020年９月期第１四半期 0.13

（注）解約率：既存の契約金額に占める、サービス解約等に伴い減少した契約金額の割合（グロスレベニューチャーンレート）です。当社

グループの「HENNGE One」は原則年間契約ですが、ここでは月次ベースで算出しております。
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（２）財政状態に関する説明

①資産

当第１四半期連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

総資産 3,964 △277

比較増減の主な内訳

前払費用 292

現金及び預金 △290

投資その他の資産 △243

②負債

当第１四半期連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

負債 2,205 △214

比較増減の主な内訳

賞与引当金 △72

未払法人税等 △107

固定負債その他 △61

③純資産

当第１四半期連結会計期間末 対前連結会計年度末比

百万円 百万円

純資産 1,759 △63

比較増減の主な内訳

利益剰余金 137

その他有価証券評価差額金 △200

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年９月期の連結業績予想については、2020年11月13日に公表した内容から変更ありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,870,891 2,580,773

売掛金 163,304 125,618

仕掛品 ― 2,012

原材料 29 29

前払費用 134,824 426,572

その他 2,408 3,935

流動資産合計 3,171,457 3,138,939

固定資産

有形固定資産 188,314 187,028

無形固定資産 2,612 2,322

投資その他の資産 878,387 635,761

固定資産合計 1,069,313 825,111

資産合計 4,240,770 3,964,049

負債の部

流動負債

買掛金 17,234 16,689

前受収益 1,606,578 1,581,109

未払法人税等 148,240 41,684

賞与引当金 155,326 83,261

その他 300,105 351,104

流動負債合計 2,227,482 2,073,846

固定負債

資産除去債務 61,390 61,425

その他 130,091 69,487

固定負債合計 191,481 130,912

負債合計 2,418,962 2,204,759

純資産の部

株主資本

資本金 503,153 503,378

資本剰余金 468,853 469,078

利益剰余金 423,536 560,928

自己株式 △109 △109

株主資本合計 1,395,433 1,533,274

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 430,216 230,270

為替換算調整勘定 △3,842 △4,254

その他の包括利益累計額合計 426,375 226,016

純資産合計 1,821,808 1,759,291

負債純資産合計 4,240,770 3,964,049
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 939,726 1,133,935

売上原価 176,644 194,709

売上総利益 763,082 939,226

販売費及び一般管理費 766,054 738,231

営業利益又は営業損失（△） △2,972 200,994

営業外収益

為替差益 1,491 130

助成金収入 ― 2,500

その他 ― 6

営業外収益合計 1,491 2,637

営業外費用

支払手数料 666 ―

営業外費用合計 666 ―

経常利益又は経常損失（△） △2,147 203,631

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（△）

△2,147 203,631

法人税、住民税及び事業税 394 34,432

法人税等調整額 2,758 31,808

法人税等合計 3,152 66,240

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,299 137,391

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（△）

△5,299 137,391
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,299 137,391

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 13 △199,946

為替換算調整勘定 406 △412

その他の包括利益合計 419 △200,358

四半期包括利益 △4,881 △62,967

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,881 △62,967
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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。

　


