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（１）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年４月期 15,721 19.8 751 △41.6 943 △26.8 519 △37.1
2020年４月期 13,118 2.6 1,285 14.1 1,288 15.5 825 0.8

（注）包括利益 2021年４月期 556百万円 （△28.2％） 2020年４月期 775百万円 （△13.7％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年４月期 116.33 113.62 10.1 12.5 4.8

2020年４月期 188.30 178.16 17.5 17.3 9.8

（参考）持分法投資損益 2021年４月期 －百万円 2020年４月期 －百万円

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 7,831 5,300 67.6 1,171.04
2020年４月期 7,231 4,976 68.8 1,106.24

（参考）自己資本 2021年４月期 5,297百万円 2020年４月期 4,976百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
2021年４月期 625 △69 △235 3,105
2020年４月期 592 △190 △268 2,784

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年４月期 － 0.00 － 39.00 39.00 175 20.7 3.6

2021年４月期 － 0.00 － 24.00 24.00 108 20.6 2.1

2022年４月期
（予想）

－ － － － － －

１．2021年４月期の連結業績（2020年５月１日～2021年４月30日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）2022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 4,619,000株 2020年４月期 4,553,000株
②  期末自己株式数 2021年４月期 95,300株 2020年４月期 54,300株
③  期中平均株式数 2021年４月期 4,464,637株 2020年４月期 4,383,377株

３．2022年４月期の連結業績予想（2021年５月１日～2022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３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

※  注記事項
（１）期中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 2社 （社名）セルコム株式会社　劃労通文化芸術咨詢（上海）有限公司

（２）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

（３）発行済株式数（普通株式）

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、年間を通じて新型コロナウィルスの感染拡大に伴う影

響があり、行政機関よりイベント開催等の自粛要請が続き、大変厳しい事業環境となりました。2020年（1～12

月）の日本の総広告費は、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により６兆1,594億円、前年比88.8％と

なり、東日本大震災のあった2011年以来、９年ぶりのマイナス成長となりました（「2020年日本の広告費」株式会

社電通調べ）。

　このような中、大型イベントの中止又は規模を縮小した上でのオンライン開催等の影響により、当社グループの

事業も大きく影響を受けましたが、新しい体験価値を作り発信していくための各種機材を備えた拠点として、Fス

タジオ渋谷を2020年６月に開設して急増する配信案件にいち早く対応したことや、人材領域において、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、事業規模を大きく拡大することが出来ました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は15,721百万円（前年同期比19.8％増）、売上総利益2,867百万円（同

9.9％減）、営業利益751百万円（同41.6％減）、経常利益943百万円（同26.8％減）、親会社株主に帰属する当期

純利益519百万円（同37.1％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、セグメントごとの記載は省略しており

ます。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末における資産合計は7,831百万円（前連結会計年度末7,231百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して599百万円増加しました。主な要因は、繰延税金資産が174百万円減少した一方で、現金及び預金が

404百万円、受取手形及び売掛金が327百万円増加したことによるものであります。

（負債）

　当連結会計年度末における負債合計は2,531百万円（前連結会計年度末2,255百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して275百万円増加しました。主な要因は、未払法人税等が106百万円減少した一方で、買掛金が336百

万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は5,300百万円（前連結会計年度末4,976百万円）となり、前連結会計年

度末と比較して323百万円増加しました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益を519百万円計上したこ

と等により利益剰余金が343百万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67.6％（前連結会計年度末は68.8％）となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して320百万

円増加し、3,105百万円となりました。営業活動による資金の増加625百万円、投資活動による資金の減少69百万

円、財務活動による資金の減少235百万円などによるものです。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、625百万円（前連結会計年度は592百万円の増加）となり

ました。主な要因は、売掛債権の増加額328百万円、法人税等の支払額436百万円による資金の減少があった一方

で、税金等調整前当期純利益942百万円、仕入債務の増加額336百万円による資金の増加があったことによるもので

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、69百万円（前連結会計年度は190百万円の減少）となり

ました。主な要因は、保険積立金の解約による収入65百万円、投資有価証券の売却による収入42百万円の資金の増

加があった一方で、定期預金の純増加額90百万円、有形固定資産の取得による支出68百万円による資金の減少があ

ったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、235百万円（前連結会計年度は268百万円の減少）となり

ました。主な要因は、配当金の支払による支出175百万円、自己株式の取得による支出70百万円による資金の減少

があったことによるものです。

（４）今後の見通し

　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

等、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、「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。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　　当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を採用して

　おります。

　　なお、国際財務報告基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針でありま

　す。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年４月30日）

当連結会計年度
（2021年４月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,688,774 4,093,737

受取手形及び売掛金 2,267,154 2,594,392

未成業務支出金 67,096 94,685

その他 229,535 196,272

貸倒引当金 △633 △161

流動資産合計 6,251,927 6,978,925

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 90,507 128,638

工具、器具及び備品（純額） 1,885 6,795

土地 4,069 4,069

建設仮勘定 23,754 －

有形固定資産合計 120,216 139,502

無形固定資産

ソフトウエア 1,702 8,067

その他 383 373

無形固定資産合計 2,086 8,441

投資その他の資産

投資有価証券 143,922 168,405

敷金及び保証金 303,164 297,281

繰延税金資産 226,753 52,212

その他 214,345 230,887

貸倒引当金 △30,665 △44,345

投資その他の資産合計 857,520 704,442

固定資産合計 979,823 852,386

資産合計 7,231,750 7,831,312

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年４月30日）

当連結会計年度
（2021年４月30日）

負債の部

流動負債

買掛金 962,557 1,299,055

未払費用 395,912 308,848

未払法人税等 226,007 119,347

未成業務受入金 20,777 40,499

関係会社清算損失引当金 14,531 6,839

その他 266,235 366,729

流動負債合計 1,886,020 2,141,320

固定負債

役員退職慰労引当金 196,799 205,800

退職給付に係る負債 102,033 112,244

資産除去債務 70,271 71,728

固定負債合計 369,104 389,773

負債合計 2,255,125 2,531,093

純資産の部

株主資本

資本金 46,675 51,625

資本剰余金 373,191 378,141

利益剰余金 4,552,706 4,896,648

自己株式 △45,826 △116,226

株主資本合計 4,926,746 5,210,188

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 87,233

為替換算調整勘定 △260 －

その他の包括利益累計額合計 49,878 87,233

新株予約権 － 2,796

純資産合計 4,976,624 5,300,218

負債純資産合計 7,231,750 7,831,312
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年５月１日
　至　2020年４月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年５月１日
　至　2021年４月30日)

売上高 13,118,825 15,721,861

売上原価 9,935,523 12,854,344

売上総利益 3,183,301 2,867,517

販売費及び一般管理費 1,898,136 2,116,444

営業利益 1,285,165 751,072

営業外収益

受取利息 260 54

受取配当金 2,531 2,054

経営指導料 1,058 －

雇用調整助成金 － 129,324

保険解約返戻金 － 62,647

その他 1,740 42

営業外収益合計 5,591 194,124

営業外費用

売上債権売却損 1,383 1,184

為替差損 730 524

その他 576 199

営業外費用合計 2,690 1,908

経常利益 1,288,065 943,287

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 － 6,018

特別利益合計 － 19,659

特別損失

固定資産除却損 7,029 －

関係会社清算損 20,309 20,520

投資有価証券売却損 1,698 －

特別損失合計 29,037 20,520

税金等調整前当期純利益 1,259,028 942,426

法人税、住民税及び事業税 454,980 264,334

法人税等調整額 △21,321 158,701

法人税等合計 433,658 423,035

当期純利益 825,369 519,391

親会社株主に帰属する当期純利益 825,369 519,391

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年５月１日
　至　2020年４月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年５月１日
　至　2021年４月30日)

当期純利益 825,369 519,391

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △48,729 37,094

為替換算調整勘定 △1,535 260

その他の包括利益合計 △50,264 37,355

包括利益 775,104 556,746

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 775,104 556,746

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,675 360,191 3,982,724 △6,724 4,369,866

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

13,000 13,000 26,000

剰余金の配当 △255,387 △255,387

親会社株主に帰属する
当期純利益

825,369 825,369

自己株式の取得 △39,101 △39,101

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 13,000 13,000 569,982 △39,101 556,880

当期末残高 46,675 373,191 4,552,706 △45,826 4,926,746

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累
計額
合計

当期首残高 98,868 1,274 100,143 － 4,470,009

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

26,000

剰余金の配当 △255,387

親会社株主に帰属する
当期純利益

825,369

自己株式の取得 △39,101

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△48,729 △1,535 △50,264 △50,264

当期変動額合計 △48,729 △1,535 △50,264 － 506,617

当期末残高 50,139 △260 49,878 － 4,976,624

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年５月１日　至　2020年４月30日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 46,675 373,191 4,552,706 △45,826 4,926,746

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

4,950 4,950 9,900

剰余金の配当 △175,449 △175,449

親会社株主に帰属する
当期純利益

519,391 519,391

自己株式の取得 △70,400 △70,400

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 4,950 4,950 343,941 △70,400 283,441

当期末残高 51,625 378,141 4,896,648 △116,226 5,210,188

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券

評価差額金
為替換算調整勘定

その他の包括利益累
計額
合計

当期首残高 50,139 △260 49,878 － 4,976,624

当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使）

9,900

剰余金の配当 △175,449

親会社株主に帰属する
当期純利益

519,391

自己株式の取得 △70,400

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

37,094 260 37,355 2,796 40,152

当期変動額合計 37,094 260 37,355 2,796 323,593

当期末残高 87,233 － 87,233 2,796 5,300,218

当連結会計年度（自　2020年５月１日　至　2021年４月30日）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年５月１日
　至　2020年４月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年５月１日
　至　2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,259,028 942,426

減価償却費 9,193 18,220

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,225 13,208

受取利息及び受取配当金 △2,792 △2,109

売上債権売却損 1,383 1,184

助成金収入 － △129,324

保険解約損益（△は益） － △62,647

投資有価証券売却損益（△は益） 1,698 △13,641

関係会社清算損益（△は益） 20,309 20,520

固定資産除却損 7,029 －

関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） 14,531 △7,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,168 10,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,399 9,000

売上債権の増減額（△は増加） 808,629 △328,422

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,901 △27,589

未成業務受入金の増減額（△は減少） 3,066 19,722

仕入債務の増減額（△は減少） △956,436 336,497

その他の流動資産の増減額（△は増加） △96,790 101,597

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,588 29,262

小計 1,111,507 930,426

利息及び配当金の受取額 2,792 2,109

助成金の受取額 － 129,324

法人税等の支払額 △521,668 △436,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 592,631 625,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △90,675 △90,082

有形固定資産の取得による支出 － △68,149

無形固定資産の取得による支出 △1,593 △5,862

投資有価証券の売却による収入 6,672 42,098

貸付けによる支出 － △13,200

敷金及び保証金の差入による支出 △105,194 △321

敷金及び保証金の回収による収入 － 5,804

資産除去債務の履行による支出 － △4,937

保険積立金の解約による収入 － 65,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,791 △69,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 26,000 9,900

新株予約権の発行による収入 － 856

自己株式の取得による支出 △39,326 △70,805

配当金の支払額 △255,073 △175,446

その他 △428 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,828 △235,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,478 270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,533 320,886

現金及び現金同等物の期首残高 2,652,951 2,784,485

現金及び現金同等物の期末残高 2,784,485 3,105,371

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（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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前連結会計年度
（自　2019年５月１日

至　2020年４月30日）

当連結会計年度
（自　2020年５月１日

至　2021年４月30日）

１株当たり純資産額 1,106.24円 1,171.04円

１株当たり当期純利益 188.30円 116.33円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 178.16円 113.62円

前連結会計年度
（自　2019年５月１日

至　2020年４月30日）

当連結会計年度
（自　2020年５月１日

至　2021年４月30日）

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

（千円）
825,369 519,391

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益（千円）
825,369 519,391

普通株式の期中平均株式数（株） 4,383,377 4,464,637

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 249,344 106,519

（うち新株予約権）（株） (249,344) (106,519)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ －

（１株当たり情報）

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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