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（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年２月期第１四半期 154 10.0 45 △9.4 43 △11.0 30 △59.5

2021年２月期第１四半期 140 － 50 － 49 － 74 －

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

2022年２月期第１四半期 14.32 13.75

2021年２月期第１四半期 35.46 33.93

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第１四半期 1,584 1,511 95.4

2021年２月期 1,579 1,476 93.4

（参考）自己資本 2022年２月期第１四半期 1,511百万円 2021年２月期 1,476百万円

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

2021年２月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2022年２月期 －

2022年２月期（予想） 0.00 － 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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 － － － － － － － － －

１．2022年２月期第１四半期の業績（2021年３月１日～2021年５月31日）

（注）当社は、2020年２月期第１四半期については四半期財務諸表を作成していないため、2021年２月期第１四半期の対
前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年２月期の業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

　通期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、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。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期１Ｑ 2,134,200株 2021年２月期 2,102,400株

②  期末自己株式数 2022年２月期１Ｑ 68株 2021年２月期 68株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期１Ｑ 2,110,295株 2021年２月期１Ｑ 2,102,358株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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）

※  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。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、P.２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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

（１）経営成績に関する説明

当社は、“未来の予定を晴れにする”を経営理念として、一般財団法人日本気象協会との共同事業である天気予

報専門メディア「tenki.jp」を主力事業として運営してまいりました。

当第１四半期累計期間においては、前期に引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響で広告出稿意欲を差

し控える動きがあったことやＡｐｐｌｅ社が端末の固有識別子（ＩＤＦＡ）の使用に制限をかけたことなどの影響

により広告単価の下落が見られました。一方、積極的な季節性回遊施策や検索エンジン最適化施策を行ったことに

よりＰＶ数が増加し、売上高は前年同期比で増加となりました。費用面では、新規事業に関連した人件費、開発費

のコストが増加し、販売費及び一般管理費は増加しました。

この結果として、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高154,894千円（前年同期比10.0％増）、営業利益

45,675千円（前年同期比9.4％減）、経常利益43,636千円（前年同期比11.0％減）、四半期純利益30,219千円（前

年同期比59.5％減）となりました。

なお、当社はtenki.jp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１四半期会計期間末における総資産は1,584,423千円となり、前事業年度末に比べ4,834千円増加いたしま

した。これは主に、売上高の積み上げにより売掛金が増加したことによるものであります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債合計は73,082千円となり、前事業年度末に比べ30,441千円減少いたしま

した。これは主に、未払法人税等が減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,511,340千円となり、前事業年度末に比べ35,275千円増加い

たしました。これは主に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が増加したことによるものであります。

　なお、自己資本比率は95.4％（前事業年度末は93.4％）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年２月期の業績予想につきましては、2021年４月14日に未定と公表いたしましたが、引き続き以下の理由よ

り合理的な算定が困難であることから未定といたします。

当第１四半期累計期間においては、新型コロナウイルス感染症におけるワクチン接種は次第に広がりを見せてお

りますが、広告主における出稿意欲の完全なる回復時期は未だ見えておりません。加えて、Ａｐｐｌｅ社における

端末の固有識別子（ＩＤＦＡ）の使用制限問題による影響で、広告単価の下落が見られております。今後、広告単

価の下落傾向は継続する可能性があり、現段階でその影響を見極めことは困難となっております。

一方、プラス要因としては、夏季オリンピックによる広告特需の影響等が考えられますが、現状ではどの程度の

影響が見込まれるか算出が困難となっております。以上の理由により、業績の変動が考えられ、合理的な影響額の

算出が困難なことから、2022年２月期の業績予想を引き続き未定とさせていただきます。

今後合理的な業績予測が可能となった時点で、速やかに公表してまいります。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年２月28日)

当第１四半期会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,169,505 1,164,714

売掛金 148,212 171,282

前払費用 39,099 28,581

その他 3,317 3,524

流動資産合計 1,360,134 1,368,103

固定資産

有形固定資産

機械及び装置 40,000 40,000

減価償却累計額 △22,928 △23,431

機械及び装置（純額） 17,071 16,568

工具、器具及び備品 1,521 1,521

減価償却累計額 △540 △663

工具、器具及び備品（純額） 980 857

有形固定資産合計 18,052 17,426

投資その他の資産

投資有価証券 2,501 2,501

長期前払費用 154,361 154,080

投資不動産 71,868 71,868

減価償却累計額 △29,130 △30,878

投資不動産（純額） 42,738 40,990

その他 1,802 1,322

投資その他の資産合計 201,402 198,893

固定資産合計 219,454 216,319

資産合計 1,579,589 1,584,423

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年２月28日)

当第１四半期会計期間
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,595 3,701

未払金 9,657 16,568

未払費用 20,433 18,674

未払法人税等 50,175 13,839

未払消費税等 8,838 11,350

預り金 9,956 7,117

流動負債合計 102,657 71,252

固定負債

繰延税金負債 865 1,830

固定負債合計 865 1,830

負債合計 103,523 73,082

純資産の部

株主資本

資本金 135,345 137,873

資本剰余金 170,561 173,090

利益剰余金 1,170,376 1,200,595

自己株式 △217 △217

株主資本合計 1,476,065 1,511,340

純資産合計 1,476,065 1,511,340

負債純資産合計 1,579,589 1,584,423
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（単位：千円）

 前第１四半期累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年５月31日)

 当第１四半期累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年５月31日)

売上高 140,868 154,894

売上原価 31,835 38,354

売上総利益 109,032 116,539

販売費及び一般管理費 58,632 70,864

営業利益 50,400 45,675

営業外収益

為替差益 － 224

不動産賃貸料 762 181

その他 15 50

営業外収益合計 778 455

営業外費用

不動産賃貸費用 1,948 2,422

その他 188 71

営業外費用合計 2,136 2,494

経常利益 49,041 43,636

特別利益

保険解約返戻金 58,735 －

特別利益合計 58,735 －

税引前四半期純利益 107,776 43,636

法人税、住民税及び事業税 35,134 12,453

法人税等調整額 △1,903 964

法人税等合計 33,230 13,417

四半期純利益 74,546 30,219

（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年５月31日）

　当社は、tenki.jp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。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年５月31日）

　当社は、tenki.jp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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