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(百万円未満切捨て)

（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 ％

2021年９月期第３四半期 849 △28.2 106 △77.8 95 △79.3 59 △78.9

2020年９月期第３四半期 1,184 62.7 477 83.3 462 77.7 284 66.6

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９月期第３四半期 19.11 －

2020年９月期第３四半期 94.85 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年９月期第３四半期 1,256 1,129 89.9

2020年９月期 1,216 1,002 82.4

（参考）自己資本 2021年９月期第３四半期 1,129百万円 2020年９月期 1,002百万円

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９月期 － 0.00 － 10.00 10.00

2021年９月期 － 0.00 －

2021年９月期（予想） 5.00 5.00

１．2021年９月期第３四半期の業績（2020年10月１日～2021年６月30日）

(注)１．当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、2020年９月期の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

（２）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．当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2020年９月期につき

ましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。なお、2021年９月期（予想）につきまして
は、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。



（％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 1,503 20.3 274 △25.8 259 △27.2 160 △30.0 50.96

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年９月期３Ｑ 3,148,900株 2020年９月期 3,121,700株

②  期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 411株 2020年９月期 306株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 3,138,061株 2020年９月期３Ｑ 3,003,142株

３．2021年９月期の業績予想（2020年10月１日～2021年９月30日）

（注）１.直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２.当社は、2021年１月14日付で第三者割当による新株式13,600株を発行しております。また、2021年２月１日付

で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2021年９月期の業績予想における「１株当た

り当期純利益」につきましては、当該株式発行及び株式分割の影響を考慮しております。

※  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）

(注) 当社は、2021年２月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたものと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数、期中平均株式数を算定し

ております。

※  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Ｐ．３「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

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症長期化による経済活動の縮小傾向が続

くものの、収益環境の改善により雇用所得環境や企業の設備投資意欲は今後回復傾向にあるものと見込まれます。

Ｍ＆Ａ業界においては、東京商工リサーチの「2020年後継者不在率調査」によると、中小企業の半数以上の

57.5％の企業が後継者不在となっているほか、企業の休廃業・解散件数は、2019年43,348社、2020年49,698社と新

型コロナウイルス感染症の影響を受け事業の再構築の重要性が高まっている状況となっております。

これに対処するため、中小企業庁により、中小企業の貴重な経営資源が散逸することの回避及び事業再構築を含

めた生産性の向上を目的とした「中小Ｍ＆Ａ推進計画」が策定され、官民のＭ＆Ａ支援機関の連携強化が求められ

る状況となっております。

このような情勢のなか、当社においては2021年４月に、より機動的・効率的な営業活動とアドバイザーのコンサ

ルティング力強化のため組織改正を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら、収益基盤であ

る金融機関や会計事務所等の提携先への研修会や勉強会の実施による一層の連携強化に取り組みました。このほ

か、医療業界Ｍ＆Ａに関する書籍の出版により同業界における当社の認知度向上、Ｍ＆Ａの基本プロセスをわかり

やすく解説するマンガ本を出版し、Ｍ＆Ａに関する啓蒙活動に努めております。また、令和３年度税制改正「経営

資源の集約化に資する税制」の創設に対応したセミナーや、東京証券取引所の市場再編を受け「ＩＰＯとＭ＆Ａを

考える」セミナーを行うなど環境の変化に合わせた情報の提供を行い将来的なＭ＆Ａニーズの発掘に努めました。

また、「東海地方に根ざしたＭ＆Ａ会社」として、さらなる信頼度、認知度向上を図るとともに、より優秀な人

材を確保するため、2020年12月17日に名古屋証券取引所市場第二部へ市場変更いたしました。前事業年度に引き続

き、積極的な採用活動を継続するとともに、人材の定着化を図ってまいります。なお、当第３四半期会計期間末に

おけるＭ＆Ａコンサルタント数は30名であります。

当社の経営状況は、経営資源集約化税制の適用や新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の案件成約が翌

四半期以降となったこと、また、一部の案件が希望と合致せずに探索を継続していることから、当第３四半期累計

期間においては計41社(前年同期55社)の案件が成約いたしました。

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は849,911千円（前年同期比28.2％減）、営業利益106,001千円

（同77.8％減）、経常利益95,942千円（同79.3％減）、四半期純利益59,970千円（同78.9％減）となりました。

なお、当社はＭ＆Ａ仲介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しておりません。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期会計期間末における財政状態は、総資産1,256,719千円、負債126,777千円、純資産1,129,941千円

であり、自己資本比率は89.9％(前事業年度末は82.4％)となりました。財政状態の状況と、その要因は下記のとお

りであります。

（資産の部）

　流動資産につきましては、前事業年度末に比べ37,433千円増加し、1,171,134千円となりました。これは主と

して売掛金が24,346千円増加したことによるものであります。

　固定資産につきましては、前事業年度末に比べ2,467千円増加し、85,584千円となりました。これは主として

有形固定資産が2,009千円、無形固定資産が1,699千円減少したものの、繰延税金資産が7,109千円増加したこと

によるものであります。

（負債の部）

　流動負債につきましては、前事業年度末に比べ87,144千円減少し、126,777千円となりました。これは主とし

て賞与引当金が34,492千円、未払費用が24,873千円増加したものの、未払法人税等が88,840千円及び未払消費税

等が43,711千円減少したことによるものであります。

（純資産の部）

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ127,045千円増加し、1,129,941千円となりました。これは主とし

て資本金が41,616千円、資本剰余金が41,616千円、利益剰余金が44,363千円増加したことによるものでありま

す。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年９月期の業績予想につきましては、2020年11月12日に発表いたしました2021年９月期の業績予想から変更

はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,119,444 1,108,297

売掛金 385 24,731

貯蔵品 2,641 2,806

その他 11,229 35,299

流動資産合計 1,133,700 1,171,134

固定資産

有形固定資産 18,309 16,300

無形固定資産 5,675 3,975

投資その他の資産

投資有価証券 4,933 4,078

関係会社株式 1,000 1,000

差入保証金 41,169 41,092

繰延税金資産 12,029 19,138

投資その他の資産合計 59,132 65,309

固定資産合計 83,117 85,584

資産合計 1,216,818 1,256,719

負債の部

流動負債

未払費用 46,388 71,261

未払法人税等 89,019 179

未払消費税等 43,711 －

預り金 22,433 8,444

賞与引当金 12,370 46,862

その他 － 30

流動負債合計 213,922 126,777

負債合計 213,922 126,777

純資産の部

株主資本

資本金 269,094 310,710

資本剰余金 235,264 276,880

利益剰余金 497,837 542,200

自己株式 △817 △1,180

株主資本合計 1,001,378 1,128,610

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,517 1,330

評価・換算差額等合計 1,517 1,330

純資産合計 1,002,895 1,129,941

負債純資産合計 1,216,818 1,256,719

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）

 前第３四半期累計期間
(自　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 1,184,431 849,911

売上原価 477,113 495,201

売上総利益 707,318 354,710

販売費及び一般管理費 230,274 248,708

営業利益 477,044 106,001

営業外収益

受取利息及び配当金 31 32

雑収入 30 0

営業外収益合計 61 32

営業外費用

株式公開費用 9,199 －

市場変更費用 － 7,991

株式交付費 5,009 2,100

営業外費用合計 14,209 10,091

経常利益 462,895 95,942

特別損失

投資有価証券評価損 － 587

特別損失合計 － 587

税引前四半期純利益 462,895 95,355

法人税、住民税及び事業税 194,786 42,411

法人税等調整額 △16,726 △7,027

法人税等合計 178,060 35,384

四半期純利益 284,835 59,970

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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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）

　（第三者割当による新株式の発行）

　当社は、2021年１月14日を払込期日とする第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割

当増資）による新株式13,600株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ41,616千円増加いたしました。

　この結果、当第３四半期会計期間末において、資本金は310,710千円、資本剰余金は276,880千円となっておりま

す。
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