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1. 2021年4月期第3四半期の連結業績（2020年5月1日～2021年1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3四半期 3,396 20.4 173 ― 152 ― 97 ―

2020年4月期第3四半期 2,820 △11.2 7 ― △12 ― △259 ―

（注）包括利益 2021年4月期第3四半期　　95百万円 （―％） 2020年4月期第3四半期　　△249百万円 （―％）

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3四半期 7.63 ―

2020年4月期第3四半期 △20.38 ―

（注）2021年４月期第３四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３四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3四半期 6,982 6,453 92.4 505.46

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3四半期 6,449百万円 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 ： 無

　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3Q 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3Q 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3Q 12,758,899 株 2020年4月期3Q 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影響により、未だ国内外の経済活動は抑制を余儀なくされており、当面は不透明な

状況が続くことが想定されますが、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

ては業務の縮小など影響が見られるものの、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３四半期連結会計期間においては、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、オンライン占いイベント「占いフェス」の開催を始めとする年末年始のプロモーションの展開、

メディアで露出した占い師のコンテンツ強化など、各種の取り組みを推進してまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は3,396,887千円（前年同四半期比20.4％増）、営

業利益は173,153千円（前年同四半期比2,218.9％増）、経常利益は152,822千円（前年同四半期は12,946千円の経

常損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益は97,386千円（前年同四半期は259,970千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しております。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３四半期連結会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,879,188 5,069,437

売掛金 424,371 652,446

商品及び製品 27,227 68,317

仕掛品 533 －

未収還付法人税等 63,296 55,338

その他 60,112 46,249

貸倒引当金 △1,210 △1,482

流動資産合計 5,453,517 5,890,306

固定資産

有形固定資産 73,375 61,594

無形固定資産

ソフトウエア 71,703 72,969

のれん 423,732 322,287

その他 10,530 9,091

無形固定資産合計 505,966 404,349

投資その他の資産

投資有価証券 429,434 429,273

その他 195,613 197,318

投資その他の資産合計 625,047 626,591

固定資産合計 1,204,389 1,092,535

資産合計 6,657,907 6,982,841

負債の部

流動負債

買掛金 106,850 178,371

未払金 105,691 206,475

未払法人税等 27,740 22,793

ポイント引当金 3,940 14,141

その他 59,248 106,061

流動負債合計 303,469 527,843

固定負債

繰延税金負債 979 1,138

固定負債合計 979 1,138

負債合計 304,448 528,981

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 4,783,311

自己株式 △1,377,882 △1,377,882

株主資本合計 6,186,106 6,283,492

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △150 △311

為替換算調整勘定 167,130 165,916

その他の包括利益累計額合計 166,980 165,604

新株予約権 364 154

非支配株主持分 7 4,608

純資産合計 6,353,458 6,453,860

負債純資産合計 6,657,907 6,982,841

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３四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2021年１月31日)

売上高 2,820,399 3,396,887

売上原価 991,534 985,195

売上総利益 1,828,864 2,411,691

販売費及び一般管理費 1,821,397 2,238,537

営業利益 7,467 173,153

営業外収益

受取利息 8,852 1,876

助成金収入 1,140 4,212

その他 2,451 727

営業外収益合計 12,444 6,816

営業外費用

為替差損 32,808 27,034

その他 49 112

営業外費用合計 32,857 27,147

経常利益又は経常損失（△） △12,946 152,822

特別損失

減損損失 87,861 －

投資有価証券評価損 99,094 －

賃貸借契約解約損 9,692 －

特別損失合計 196,647 －

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（△）
△209,593 152,822

法人税、住民税及び事業税 47,107 55,310

法人税等調整額 3,269 424

法人税等合計 50,377 55,735

四半期純利益又は四半期純損失（△） △259,971 97,087

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △299

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（△）
△259,970 97,386

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年５月１日
　至　2020年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年５月１日

　至　2021年１月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △259,971 97,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,684 △161

為替換算調整勘定 13,931 △1,214

その他の包括利益合計 10,247 △1,376

四半期包括利益 △249,723 95,711

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △249,723 96,010

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △299

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

- 5 -

（株）ザッパラス（3770）　2021年４月期　第３四半期決算短信



（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。

（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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