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(百万円未満切捨て)

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）

（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 14,299 △8.5 233 △26.0 334 6.4 241 35.9

2020年９月期第３四半期 15,627 △6.0 315 4.6 313 9.9 177 2.7
(注) 包括利益 2021年９月期第３四半期 241百万円( 35.9％) 2020年９月期第３四半期 177百万円( 2.7％)
　

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 44.08 43.50

2020年９月期第３四半期 32.56 30.65
　

　

（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９月期第３四半期 4,861 2,714 55.8

2020年９月期 5,017 2,471 49.3
(参考) 自己資本 2021年９月期第３四半期 2,713百万円 2020年９月期 2,471百万円
　

　

　

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９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年９月期 － 0.00 －

2021年９月期(予想) 0.00 0.00
(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９月期の連結業績予想（2020年10月１日～2021年９月30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 20,250 0.5 370 △11.1 440 7.2 300 39.4 55.02
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 、除外 1社（社名） 株式会社イノベーションネクスト
　

　

（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９月期３Ｑ 5,477,000株 2020年９月期 5,452,500株

② 期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 126株 2020年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 5,474,806株 2020年９月期３Ｑ 5,452,395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。
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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の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行、及び経済活動の

抑制に伴う影響を受け、全産業において景況感は依然として厳しい状況にあるなか、一部業界で持ち直しの動きが見

られました。しかしながら、同感染症再拡大に伴う影響の長期化に加え、金融資本市場の変動など、景気の先行きが

見通しにくい状況が続いております。

当社グループが属する人材サービス業界におきましては、2021年６月の有効求人倍率（季節調整値）は1.11倍、完

全失業率は2.9％となり、構造的な人手不足は継続している一方で、前述の景気の不透明さを受けて一部の企業におい

て採用活動を縮小・中止する傾向が高まっております。

このような市場環境のもと、当社グループにおきましては、「人のチカラとＩＴ」の融合を事業方針として掲げ、

主力の人材派遣紹介事業における継続的な労働力の提供に加え、業務効率化の支援を行うことを目的に、人材派遣紹

介事業にて培ったナレッジを活かした採用支援・ＢＰＯなどの各種代行事業や、ＡＩ・ＲＰＡ（注１）・ＯＣＲ（注

２）を活用したＩＴソリューション事業を行っており、人手不足という大きな課題を解決するためのトータルサポー

トを提供してまいりました。また、近年、潜在労働力として期待されているシニア、女性、グローバル人材の活用や、

障がいをお持ちの方の雇用機会の創出や処遇の確保にも注力してまいりました。

当第３四半期連結会計期間におきましては、当社グループの従業員の新型コロナウイルス感染防止に努めたほか、

急速な市場の悪化を踏まえ、一層の経費の削減を図るなど経営資源の最適化を行いました。また、新型コロナウイル

ス感染症に関連した業務の獲得に邁進することに加え、Ｍ＆Ａ等新規事業の拡大に注力してまいりました。

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14,299百万円（前年同期比8.5％減）、営業利益は233百

万円（前年同期比26.0％減）、経常利益は334百万円（前年同期比6.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

241百万円（前年同期比35.9％増）となりました。

なお、当社グループは、人材派遣紹介関連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。

(注) １．Robotic Process Automationの略。主にパソコンで作業している定型化された業務を、ロボットにより自動

化する取り組みのこと。

２．Optical Character Recognition/Readerの略。手書きや印刷された文字を、イメージスキャナやデジタルカ

メラによって読みとり、コンピュータが利用できるデジタルの文字コードに変換する技術のこと。

（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総資産は4,861百万円となり、前連結会計年度末に比べ156百万円減少い

たしました。これは主に、受取手形及び売掛金が160百万円増加したものの、現金及び預金が309百万円減少した

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負債は2,147百万円となり、前連結会計年度末に比べ399百万円減少いた

しました。これは主に、未払費用が69百万円増加したものの、流動負債その他が220百万円、1年内返済予定の長

期借入金及び長期借入金が純額で168百万円、1年内償還予定の社債が16百万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2,714百万円となり、前連結会計年度末に比べ243百万円増加い

たしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が241百万円増加したこと

によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当期の業績予想につきましては、2020年11月12日に公表した2021年９月期の業績予想から変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症による影響につきましては、収束時期等を正確に予測することは困難な状況であ

りますが、当社グループでは、現在の状況及び入手可能な情報等に基づき、2021年９月期末までその影響が継続する

こと、及び翌連結会計年度末にかけて徐々に売上高が当該感染症拡大前の水準に回復するものと仮定して、連結業績

予想を作成しております。また、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、今後の当社グループの

財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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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 2,113,073 1,803,603

受取手形及び売掛金 2,144,322 2,304,817

その他 141,879 180,948

貸倒引当金 △4,069 △4,597

流動資産合計 4,395,205 4,284,771

固定資産

有形固定資産 129,608 154,431

無形固定資産 139,232 119,293

投資その他の資産

その他 366,533 313,479

貸倒引当金 △12,674 △10,494

投資その他の資産合計 353,859 302,984

固定資産合計 622,700 576,710

資産合計 5,017,905 4,861,481

負債の部

流動負債

買掛金 38,585 53,004

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 201,684 130,734

1年内償還予定の社債 16,000 －

未払法人税等 84,465 43,826

未払費用 1,144,701 1,213,712

賞与引当金 95,063 53,295

その他 632,244 411,537

流動負債合計 2,412,745 2,106,109

固定負債

長期借入金 126,736 29,458

その他 7,200 11,441

固定負債合計 133,936 40,899

負債合計 2,546,682 2,147,008

純資産の部

株主資本

資本金 437,688 441,240

新株式申込証拠金 5,655 －

資本剰余金 666,905 670,457

利益剰余金 1,361,085 1,602,409

自己株式 △111 △111

株主資本合計 2,471,223 2,713,996

非支配株主持分 － 476

純資産合計 2,471,223 2,714,473

負債純資産合計 5,017,905 4,861,481
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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 15,627,056 14,299,175

売上原価 12,526,514 11,591,698

売上総利益 3,100,541 2,707,476

販売費及び一般管理費 2,784,833 2,473,718

営業利益 315,708 233,757

営業外収益

受取利息及び配当金 8 10

助成金収入 5,550 104,489

その他 409 806

営業外収益合計 5,968 105,306

営業外費用

支払利息 5,110 2,549

事務所移転費用 2,190 1,830

その他 379 602

営業外費用合計 7,680 4,981

経常利益 313,996 334,081

特別損失

固定資産除却損 8,362 －

特別損失合計 8,362 －

税金等調整前四半期純利益 305,633 334,081

法人税、住民税及び事業税 101,500 69,555

法人税等調整額 26,597 23,226

法人税等合計 128,098 92,781

四半期純利益 177,535 241,299

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △23

親会社株主に帰属する四半期純利益 177,535 241,323
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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 177,535 241,299

四半期包括利益 177,535 241,299

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 177,535 241,323

非支配株主に係る四半期包括利益 － △23
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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。

　


