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(百万円未満切捨て)

１．2021年７月期第３四半期の連結業績（2020年８月１日～2021年４月30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７月期第３四半期 4,604 3.7 292 △0.2 301 3.5 209 7.8

2020年７月期第３四半期 4,442 19.7 293 109.2 290 93.0 194 81.2

(注) 包括利益 2021年７月期第３四半期 195百万円 ( △2.0％) 2020年７月期第３四半期 199百万円 (89.8％)

　

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７月期第３四半期 81.16 －

2020年７月期第３四半期 75.49 －
　

（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７月期第３四半期 3,785 2,203 58.2

2020年７月期 3,530 2,025 57.4

(参考) 自己資本 2021年７月期第３四半期 2,203百万円 2020年７月期 2,025百万円

　

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７月期 － 0.00 － 13.00 13.00

2021年７月期 － 0.00 －

2021年７月期(予想) 14.00 14.00

(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７月期の連結業績予想（2020年８月１日～2021年７月31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 6,200 5.2 360 4.6 368 8.1 252 14.1 97.69

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　

　



※ 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）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７月期３Ｑ 2,584,924株 2020年７月期 2,572,000株

② 期末自己株式数 2021年７月期３Ｑ － 2020年７月期 －

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年７月期３Ｑ 2,578,817株 2020年７月期３Ｑ 2,572,000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あたって

の注意事項等については、添付資料３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。

　

　



株式会社ＳＹＳホールディングス(3988) 2021年７月期 第３四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………３

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………８

　



株式会社ＳＹＳホールディングス(3988) 2021年７月期 第３四半期決算短信

2

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経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響等により、大

きく減退しており、ワクチン接種の開始等により今後の景気回復が期待されるものの、依然として日本経済の先行

きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する情報サービス産業においては、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査2021年３月

分 確報」の情報サービス業の売上高合計は、前年同月比3.2％減と２か月連続の減少、「受注ソフトウェア」は、

同1.3％減と２か月連続の減少となりました。

このような経済状況のなか当社グループは、新型コロナウイルスの流行に対応し、テレワークの実施やリモート

会議の活用等により事業の継続に努め、一部プロジェクトの延期や遅延による受注の減少に対して、新規受注の獲

得や、顧客からの信頼を獲得し、リスクが低く安定した収益が期待できるリピートオーダーの提案・受注に努めま

した。また、採用の抑制により、顧客のソフトウェア投資の抑制に伴う受注の減少による待機工数の増加に備えま

した。

それらの結果、新型コロナウイルスの影響等により顧客が新規のソフトウェア投資に慎重であったことや、新規

採用を抑制したこと等により受注が伸び悩んだものの、社会情報インフラ・ソリューションの顧客からの受注が堅

調に推移したこと等が売上高増加の要因になりました。

また、売上高の増加に伴う利益の増加はあったものの、受注の減少等に伴い技術者の待機工数が増加したことや

前年同期に計上した一部の高収益プロジェクト相当の利益が計上されなかったこと等により前年同期比で横ばいの

営業利益になり、投資有価証券の売却益を計上したことにより税金等調整前四半期純利益が増加しました。

以上の要因により、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高4,604,838千円(前年同期比3.7％

増）、営業利益292,611千円（前年同期比0.2％減）、経常利益301,039千円（前年同期比3.5％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益209,296千円（前年同期比7.8％増）となりました。

当社グループは、総合情報サービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載をしておりません

がソリューション別の概況は、次のとおりであります。

グローバル製造業ソリューションにおいては、車載ＥＣＵ（電子制御ユニット）関連顧客からの受注が減少した

ものの鉄鋼関連顧客からの受注が堅調に推移したこと等により、売上高は1,967,651千円（前年同期比1.0％増）と

なりました。

社会情報インフラ・ソリューションにおいては、生命保険等の金融関連顧客からの受注は減少したものの、情

報・通信関連顧客等からの受注等が堅調に推移したこと等により、売上高は2,503,814千円（前年同期比8.8％増）

となりました。

モバイル・ソリューションにおいては、前年同期に計上した大型受託プロジェクトと同規模の売上高が当第３四

半期連結累計期間は計上されなかったこと等により、売上高は133,372千円（前年同期比31.3％減）となりました。
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（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3,241,872千円となり、前連結会計年度末に比べ209,434千円増

加いたしました。

これは主に、現金及び預金が121,517千円、受取手形及び売掛金が45,055千円増加したこと等によるものでありま

す。

固定資産は543,539千円となり、前連結会計年度末に比べ45,120千円増加いたしました。

これは、投資その他の資産が54,065千円増加したこと等によるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は1,263,499千円となり、前連結会計年度末に比べ125,447千円増

加いたしました。

これは主に、賞与引当金が123,910千円増加したこと等によるものであります。

固定負債は318,004千円となり、前連結会計年度末に比べ49,256千円減少いたしました。

これは主に、長期借入金が45,000千円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,203,907千円となり、前連結会計年度末に比べ178,363千円増加

いたしました。

これは主に、配当金の支払いを行った一方で、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことにより利益剰

余金が175,860千円増加したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年７月期の業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、2021年１月29日に公表しました連結業績予

想を修正いたします。

　詳細につきましては、本日公表の「2021年７月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,332,330 2,453,848

受取手形及び売掛金 574,776 619,832

電子記録債権 8,786 6,457

仕掛品 42,344 48,980

その他 74,710 113,251

貸倒引当金 △511 △497

流動資産合計 3,032,437 3,241,872

固定資産

有形固定資産 72,812 65,694

無形固定資産

のれん 118,274 102,768

その他 101,908 115,587

無形固定資産合計 220,183 218,356

投資その他の資産

投資その他の資産 206,671 260,709

貸倒引当金 △1,248 △1,220

投資その他の資産合計 205,422 259,488

固定資産合計 498,418 543,539

資産合計 3,530,856 3,785,411
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年７月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 103,134 179,513

賞与引当金 42,412 166,322

受注損失引当金 6,173 4,249

未払金 354,665 338,170

未払法人税等 69,242 109,351

短期借入金 200,000 200,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000

その他 282,424 185,892

流動負債合計 1,138,051 1,263,499

固定負債

社債 30,000 20,000

長期借入金 230,000 185,000

役員退職慰労引当金 77,352 750

その他 29,907 112,254

固定負債合計 367,260 318,004

負債合計 1,505,312 1,581,503

純資産の部

株主資本

資本金 359,012 367,302

資本剰余金 311,929 320,220

利益剰余金 1,338,725 1,514,586

株主資本合計 2,009,667 2,202,109

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,668 3,122

為替換算調整勘定 △1,791 △1,323

その他の包括利益累計額合計 15,876 1,798

純資産合計 2,025,543 2,203,907

負債純資産合計 3,530,856 3,785,411
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年８月１日
　至 2020年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 4,442,644 4,604,838

売上原価 3,443,789 3,597,557

売上総利益 998,854 1,007,281

販売費及び一般管理費 705,626 714,669

営業利益 293,227 292,611

営業外収益

受取利息及び配当金 180 666

受取家賃 1,400 －

助成金収入 380 7,897

その他 2,034 2,743

営業外収益合計 3,995 11,307

営業外費用

支払利息 1,086 1,591

為替差損 5,064 1,185

その他 291 101

営業外費用合計 6,441 2,879

経常利益 290,781 301,039

特別利益

投資有価証券売却益 － 22,966

特別利益合計 － 22,966

税金等調整前四半期純利益 290,781 324,006

法人税、住民税及び事業税 141,869 163,212

法人税等調整額 △45,236 △48,502

法人税等合計 96,633 114,709

四半期純利益 194,147 209,296

親会社株主に帰属する四半期純利益 194,147 209,296
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年８月１日
　至 2020年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
　至 2021年４月30日)

四半期純利益 194,147 209,296

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,861 △14,546

為替換算調整勘定 1,241 468

その他の包括利益合計 5,102 △14,078

四半期包括利益 199,250 195,218

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 199,250 195,218
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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。

（セグメント情報等）

当社グループは総合情報サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

　


