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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 11,414 10.7 639 △46.0 759 △36.0 516 △33.4

2020年４月期第３四半期 10,309 17.4 1,185 48.1 1,187 48.6 775 42.5

（注）包括利益 2021年４月期第３四半期 568百万円（△25.0％） 2020年４月期第３四半期 757百万円（27.3％）

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 115.70 112.90

2020年４月期第３四半期 178.65 167.43

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年４月期第３四半期 9,071 5,298 58.4

2020年４月期 7,231 4,976 68.8

（参考）自己資本 2021年４月期第３四半期 5,298百万円 2020年４月期 4,976百万円

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 － 39.00 39.00

2021年４月期 － 0.00 －

2021年４月期（予想） － －

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）

（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
２．2020年４月期の配当予想につきましては、未定としております。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年４月期３Ｑ 4,553,000株 2020年４月期 4,553,000株

②  期末自己株式数 2021年４月期３Ｑ 95,300株 2020年４月期 54,300株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年４月期３Ｑ 4,462,547株 2020年４月期３Ｑ 4,341,628株

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）
　業績予想につきましては、現段階で合理的な業績予想の算定を行うことが困難なことから未定とし、記載しておりませ
ん。今後、適切かつ合理的な予想が可能となった時点で速やかに公表いたします。なお、当該理由につきましては、添付
資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。

　※  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）：有

新規 －社  （社名）－、除外  1社  （社名）セルコム株式会社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有
　（注）詳細は、添付資料P.６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
　　　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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）

※  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。

　　（2021年４月期の期末配当予想について）

　2021年４月期の期末配当予想は、現時点では未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やか

に開示いたします。
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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

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルスの感染症の拡大により、急激に世界

経済が悪化した影響を受け、国内経済においてもその影響を大きく受けております。当第３四半期においては、

一時的に収束の兆しを見せていた新型コロナウイルスが都市部を中心に再拡大の様相が高まり、１月には指定区

域を指定した緊急事態宣言の再発令があり、本格的な回復基調までには至っていない状況です。

　このような中、当社グループの第３四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、プロモーション領域において、大型イベントを中心に中止又はオンラインで開催規模を縮小して実施とな

る場合が相次いで、減少を余儀なくされましたが、人材領域については、全国10地点に営業拠点を有する当社グ

ループの優位性を活かして、大手企業様より全国販促キャンペーンを受託したこと等で大きく伸長し、プロモー

ション領域の穴を埋める結果となりました。人材採用やオフィスの増床、DX推進のための投資なども積極的に進

めてまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高11,414百万円(前年同期比10.7％増)、売上総

利益2,308百万円(前年同期比8.1％減)、営業利益639百万円(前年同期比46.0％減)、経常利益759百万円(前年同

期比36.0％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益516百万円(前年同期比33.4％減)となりました。

　なお、当社グループはプロモーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており

ます。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は8,062百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,810百万円増

加いたしました。これは主に、現金及び預金が862百万円、受取手形及び売掛金が811百万円、未成業務支出金が

207百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,008百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万

円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が18百万円増加したことによるものであります。

　この結果、総資産は、9,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,839百万円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は3,381百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,495百万円増

加いたしました。これは主に、買掛金が1,359百万円、未払法人税等が36百万円増加したことによるものであり

ます。固定負債は390百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円増加いたしました。これは主に、退職給

付に係る負債が11百万円、役員退職慰労引当金が８百万円増加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は、3,772百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,517百万円増加いたしました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は5,298百万円となり、前連結会計年度末に比べ322百万円増

加いたしました。これは主に、剰余金の配当175百万円があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益516

百万円を計上したことにより利益剰余金が340百万円増加したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は58.4％（前連結会計年度末は68.8％）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

　2021年４月期の通期業績予想につきましては、直近でも新型コロナウイルスの感染者数が増加して、依然とし

て収束の兆しがみえておらず、大規模国際イベントの動向や年末及び年度末商戦に与える影響が不確実性の高い

状況となっていることから、新型コロナウイルス感染症拡大による業績への影響を合理的に算定することが困難

であるため、引き続き「未定」としております。

　今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに開示いたします。
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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 3,688,774 4,550,845

受取手形及び売掛金 2,267,154 3,078,318

未成業務支出金 67,096 274,419

その他 229,535 159,716

貸倒引当金 △633 △471

流動資産合計 6,251,927 8,062,828

固定資産

有形固定資産 120,216 138,626

無形固定資産 2,086 8,924

投資その他の資産

その他 888,186 891,824

貸倒引当金 △30,665 △30,665

投資その他の資産合計 857,520 861,158

固定資産合計 979,823 1,008,710

資産合計 7,231,750 9,071,538

負債の部

流動負債

買掛金 962,557 2,322,114

未払法人税等 226,007 262,120

関係会社清算損失引当金 14,531 -

その他 682,924 797,487

流動負債合計 1,886,020 3,381,722

固定負債

役員退職慰労引当金 196,799 205,575

退職給付に係る負債 102,033 113,673

資産除去債務 70,271 71,682

固定負債合計 369,104 390,930

負債合計 2,255,125 3,772,653

純資産の部

株主資本

資本金 46,675 46,675

資本剰余金 373,191 373,191

利益剰余金 4,552,706 4,893,556

自己株式 △45,826 △116,226

株主資本合計 4,926,746 5,197,196

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 50,139 101,605

為替換算調整勘定 △260 82

その他の包括利益累計額合計 49,878 101,688

純資産合計 4,976,624 5,298,885

負債純資産合計 7,231,750 9,071,538

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 10,309,164 11,414,425

売上原価 7,798,663 9,106,334

売上総利益 2,510,500 2,308,090

販売費及び一般管理費 1,325,239 1,668,499

営業利益 1,185,261 639,591

営業外収益

受取利息 227 60

受取配当金 2,509 1,889

経営指導料 867 -

雇用調整助成金 - 121,196

その他 438 31

営業外収益合計 4,042 123,176

営業外費用

売上債権売却損 1,317 778

関係会社清算損 - 1,492

その他 280 841

営業外費用合計 1,597 3,112

経常利益 1,187,706 759,655

特別利益

投資有価証券売却益 - 13,641

関係会社清算損失引当金戻入額 - 7,510

特別利益合計 - 21,152

特別損失

投資有価証券売却損 1,698 -

特別損失合計 1,698 -

税金等調整前四半期純利益 1,186,007 780,807

法人税等 410,386 264,508

四半期純利益 775,620 516,299

親会社株主に帰属する四半期純利益 775,620 516,299

（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 775,620 516,299

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,048 51,466

為替換算調整勘定 150 343

その他の包括利益合計 △17,897 51,810

四半期包括利益 757,722 568,109

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 757,722 568,109

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

（自己株式の取得）

当社は、2020年３月18日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、自己株式70,900株の取得を行いました。この自己

式の取得により、自己株式が70,400千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において116,226千円となってお

ます。なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、2020年７月17日をもって取得を終了しておりま

す。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、プロモーション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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