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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9月期第3四半期 3,975 △6.5 518 △34.1 509 △35.1 277 △44.9

2020年9月期第3四半期 4,253 △21.7 787 △20.4 785 △20.4 503 △22.4

（注）包括利益 2021年9月期第3四半期 297百万円（△40.8％） 2020年9月期第3四半期 502百万円（△23.9％）

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 8.48 8.47

2020年9月期第3四半期 15.23 15.22

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9月期第3四半期 7,236 3,367 45.1 100.35

2020年9月期 8,143 3,541 42.1 104.60

（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 3,262百万円 2020年9月期 3,429百万円

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 － 6.00 6.00

2021年9月期 － 0.00 －

2021年9月期（予想） 5.00 5.00

（％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 6,100 5.8 1,000 △15.6 1,000 △15.2 600 △10.2 18.29

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

（２）連結財政状態

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

３．2021年9月期の連結業績予想（2020年10月1日～2021年9月30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



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年9月期3Q 33,630,000株 2020年9月期 33,617,500株

②  期末自己株式数 2021年9月期3Q 1,120,459株 2020年9月期 829,459株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 32,697,745株 2020年9月期3Q 33,038,708株

※  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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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）

※  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、本資料の発表時点において当社が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仮定及び業績予想の

ご利用にあたっての注意事項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）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。

（決算補足説明資料の入手方法について）

決算補足説明資料は、TDnetで同日開示し、当社ウェブサイトに掲載しております。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が大幅に停

滞する中で感染が再拡大を見せており、企業活動や個人消費等への更なる影響が懸念される状況であります。世界

経済においても新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、先行きは非常に不透明なものとなっております。

　このような経営環境下、当社のソフトウェア開発技術を活用し未来社会の構築に貢献すべく「Speed up your 

Business」をスローガンに掲げ、コンピュータの性能を 大限に引き出し大量データの高速処理を実現するソフト

ウェア及びハードウェア等を提供するとともに、これらの知見がより広く社会に活用されることを目指し、新規

SaaS事業の展開を行っております。

　当連結会計年度を初年度とする中期経営計画の策定に伴い管理体制を再構築し、主力であるソフトウェア開発・

高速化サービスを中心に事業を展開する「Solution事業」と、新規SaaS事業を推進する「SaaS事業」の２つへ報告

セグメントの区分を変更しております。

　主力のSolution事業では、自動運転を対象としたアルゴリズム開発や高速化案件、半導体メーカー向けソフトウ

ェア開発案件が長期安定して継続しております。その他においても、高速化サービスに対する旺盛な需要を背景

に、日本国内の製造業向け案件を中心として安定的な収益を獲得しております。

　SaaS事業においては、エッジビジョンAI開発プラットフォーム「GENESIS」、量子コンピュータ・アニーリング

マシン向けプログラムの開発・実行プラットフォーム「Amplify」、AIコードレビュー「Sider」、乳がんAI画像診

断支援事業等の開発を進めております。

　また、海外においては米国子会社のFixstars Solutions, Inc.が日本のお客様の米国業務の一翼を担う一方、研

究機関等を対象とした高速化案件の拡大に取り組んでおります。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、3,975,475千円（前年同期比6.5％減）、営業利益

518,840千円（前年同期比34.1％減）、経常利益509,481千円（前年同期比35.1％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益277,158千円（前年同期比44.9％減）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更してお

りますが、前年同期の業績を変更後のセグメントに組み替えることが実務上困難であることから、前年同期との比

較情報は記載しておりません。また、当第３四半期連結累計期間の業績を変更前のセグメントに組み替えた情報に

つきましては、「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（セグメン

ト情報等）」に記載しております。なお、以下の数値はセグメント間の取引消去後となっております。

①Solution事業

　Semiconductorの分野では、モバイル機器やデータセンタ等で利用の進むNANDフラッシュメモリを対象として、

ファームウェア及びデバイスドライバの開発等を行っております。Mobilityの分野では、自動運転を対象としたア

ルゴリズム開発及び高速化案件や、次世代モビリティに関連する研究開発及び高速化支援を行っております。Life 

Scienceの分野では医療画像診断装置における高精細画像のリアルタイム処理やゲノム解析、Financeの分野ではリ

スク計算やHFTの高速化支援、Industrialの分野では産業機器等におけるマシンビジョンシステムの高速化支援等

を提供しております。

　この結果、売上高は3,918,011千円、セグメント利益（営業利益）は976,107千円となりました。

②SaaS事業

　各SaaS事業において、将来の収益獲得に向けて積極的な投資・開発を行っております。

　この結果、売上高は57,463千円、セグメント損失（営業損失）は△457,266千円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて906,699千円減少し、7,236,535千

円となりました。これは、借入の返済や本社移転に伴う支出等により現金及び預金が967,695千円減少したこと等

が主な要因であります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて732,915千円減少し、3,868,612千

円となりました。これは、返済により長期借入金が596,987千円減少したこと等が主な要因であります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて173,783千円減少し、3,367,922

千円となりました。これは自己株式が268,905千円増加したこと等が主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年９月期の業績予想につきましては、2020年11月13日付の「2020年９月期 決算短信〔日本基準〕（連

結）」で公表いたしました通期の業績予想から変更ありません。

　なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,593,009 4,625,313

電子記録債権 282,813 72,860

売掛金 1,644,373 1,441,631

たな卸資産 4,077 62,544

その他 209,778 85,640

流動資産合計 7,734,052 6,287,990

固定資産

有形固定資産 76,972 456,363

無形固定資産

その他 5,613 3,211

無形固定資産合計 5,613 3,211

投資その他の資産

投資有価証券 48,625 48,627

繰延税金資産 92,167 77,066

敷金及び保証金 185,804 363,275

投資その他の資産合計 326,597 488,969

固定資産合計 409,183 948,544

資産合計 8,143,235 7,236,535

負債の部

流動負債

買掛金 160,392 148,692

1年内返済予定の長期借入金 795,996 795,996

未払法人税等 253,975 6,529

賞与引当金 95,959 37,525

その他 384,191 577,382

流動負債合計 1,690,514 1,566,126

固定負債

長期借入金 2,881,217 2,284,230

その他 29,796 18,256

固定負債合計 2,911,014 2,302,486

負債合計 4,601,528 3,868,612

純資産の部

株主資本

資本金 553,418 554,168

資本剰余金 477,711 476,760

利益剰余金 3,261,557 3,341,988

自己株式 △831,494 △1,100,399

株主資本合計 3,461,192 3,272,516

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △31,637 △10,321

その他の包括利益累計額合計 △31,637 △10,321

非支配株主持分 112,151 105,727

純資産合計 3,541,706 3,367,922

負債純資産合計 8,143,235 7,236,535

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10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 4,253,859 3,975,475

売上原価 2,388,566 2,360,138

売上総利益 1,865,292 1,615,337

販売費及び一般管理費 1,078,076 1,096,496

営業利益 787,215 518,840

営業外収益

受取配当金 1,113 －

受取賃貸料 － 447

助成金収入 237 332

その他 405 199

営業外収益合計 1,756 979

営業外費用

支払利息 2,557 6,458

為替差損 1,008 1,842

その他 308 2,038

営業外費用合計 3,874 10,338

経常利益 785,097 509,481

特別利益

投資有価証券売却益 37,766 －

特別利益合計 37,766 －

特別損失

事務所移転費用 － 15,096

特別損失合計 － 15,096

税金等調整前四半期純利益 822,864 494,385

法人税、住民税及び事業税 278,987 202,811

法人税等調整額 27,687 15,546

法人税等合計 306,674 218,358

四半期純利益 516,189 276,027

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
12,919 △1,131

親会社株主に帰属する四半期純利益 503,269 277,158

（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10月１日
　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 516,189 276,027

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,603 －

為替換算調整勘定 △1,460 21,315

その他の包括利益合計 △14,064 21,315

四半期包括利益 502,124 297,342

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 489,204 298,474

非支配株主に係る四半期包括利益 12,919 △1,131

（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）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
合計

ソフトウェア・サービス ハードウェア基盤

売上高

外部顧客への売上高 3,617,287 636,571 4,253,859

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － －

計 3,617,287 636,571 4,253,859

セグメント利益 753,711 33,504 787,215

（単位：千円）

報告セグメント
合計

Solution事業 SaaS事業

売上高

外部顧客への売上高 3,918,011 57,463 3,975,475

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － －

計 3,918,011 57,463 3,975,475

セグメント利益又は損失（△） 976,107 △457,266 518,840

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　「ソフトウェア・サービス」セグメントにおいて、Sider株式会社からの事業譲受及びオスカーテク

ノロジー株式会社の株式取得に伴いのれんを計上しております。当該事象によるのれんの発生額は、当

第３四半期連結累計期間においてはそれぞれ49,044千円、51,883千円であります。

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

  １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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（単位：千円）

報告セグメント
合計

ソフトウェア・サービス ハードウェア基盤

売上高

外部顧客への売上高 3,637,547 337,928 3,975,475

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － －

計 3,637,547 337,928 3,975,475

セグメント利益 501,955 16,885 518,840

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当連結会計年度を初年度とする中期経営計画の策定に伴い、第１四半期連結会計期間より当社グループ

の経営管理体制を見直しました。これにより、従来「ソフトウェア・サービス」「ハードウェア基盤」と

していた報告セグメントの区分を、「Solution事業」「SaaS事業」に変更しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成することが実

務上困難であります。よって、次のとおり、当第３四半期連結累計期間の売上高及び利益又は損失の金額

に関する情報を変更前の報告セグメントの区分により表示しております。

（注）セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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