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（百万円未満切捨て）

（１）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年７月期 854 35.3 158 127.6 142 118.8 110 39.8

2020年７月期 631 46.0 69 326.2 65 454.7 78 97.5

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７月期 22.96 19.91 17.1 13.2 18.5

2020年７月期 16.61 － 191.9 15.0 11.0

（参考）持分法投資損益 2021年７月期 －百万円 2020年７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７月期 1,640 1,206 73.5 224.60

2020年７月期 520 80 15.5 16.96

（参考）自己資本 2021年７月期 1,206百万円 2020年７月期 80百万円

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７月期 221 △69 933 1,404

2020年７月期 184 △56 40 319

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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７月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2021年７月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年７月期（予想） － 0.00 － 0.00 0.00 －

１．2021年７月期の業績（2020年８月１日～2021年７月31日）

（注）１．当社は、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定し、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を
算定しております。

２．当社株式は、2021年７月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、2021年７月期の潜在株式調整後１株
当たり当期純利益については、新規上場日から2021年７月期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして
算定しております。

３．2020年７月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非
上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

（２）財政状態

（注）当社は、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産を算定しております。

（３）キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況



（％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 1,162 36.0 233 47.5 231 62.6 156 42.0 29.15

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年７月期 5,370,000株 2020年７月期 4,750,000株

②  期末自己株式数 2021年７月期 －株 2020年７月期 －株

③  期中平均株式数 2021年７月期 4,801,667株 2020年７月期 4,750,000株

３．2022年７月期の業績予想（2021年８月１日～2022年７月31日）

※  注記事項

（１）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

（２）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「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。

※  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。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

注意事項等については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご参照ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

　当社は、2021年９月10日(金)に機関投資家及びアナリスト向けに、ネット・カンファレンスを開催する予定です。

当日使用する決算説明会資料は、当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社は、「企業活動の継続性と生産性の劇的な向上に貢献すること」をミッションに掲げ、企業がデジタル技術

による業務やビジネスの変革（DX）を加速するためのAIを実装する、エンタープライズAIソフトウエア事業を展開

しております。

当事業年度(2020年８月１日から2021年７月31日)における当社を取り巻く市場環境は、日本の労働人口が減少を

続ける中、ITを活用した働き方改革の実現や、IoT/AIを活用した熟練者のノウハウ継承など、生産性の向上を目指

した労働環境へのIT投資が高まっており、良好な状態が続いているものと考えております。一方で、世界的な新型

コロナウィルス感染症の拡大により、世界経済の先行きは不透明な状況となっております。

このような環境の中、当社はソフトウェアライセンスの積み上げを推し進めるとともに、自社のソフトウェアサ

ービスを拡販してまいりました。同時に、いち早く、多くの企業に実用的な先端技術を提供するため、ソフトウェ

アの研究開発や先行投資に更に注力いたしました。また、優秀な人材の採用も積極的に進めており、当事業年度末

時点における従業員数は45名となっております。

　この結果、当事業年度(第13期)における売上高は、854,501千円(前期比35.3%増加)となり、売上総利益は682,617

千円（前期比36.6％増加）、営業利益は158,165千円（前期比127.6％増加）、経常利益は142,541千円（前期比

118.8％増加）、当期純利益は110,259千円（前期比39.8％増加）となりました。新技術への対応を含め、技術的な

環境変化が極めて速い市場環境において積極的なサービス開発を行う一方で、コスト抑制にも努めており、事業全

体では前期に引き続き高い成長を続けております。

（２）当期の財政状態の概況

(資産の部)

　当事業年度末における総資産は1,640,209千円となり、前事業年度末に比べ1,119,541千円増加いたしました。流

動資産は1,507,120千円(前事業年度末比1,108,357千円増加)となりました。主な増加要因は、株式の発行等により

現金及び預金が1,085,055千円増加したこと等によるものであります。また、固定資産は133,089千円(前事業年度末

比11,183千円増加)となりました。主な増加要因は、ソフトウエア（ソフトウエア仮勘定含む）の増加12,860千円等

によるものであります。

(負債の部)

　当事業年度末における負債は434,088千円となり、前事業年度末に比べ6,029千円減少いたしました。主な減少要

因は、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)の減少80,942千円、未払法人税等の増加40,723千円、未払金

の増加20,766千円、買掛金の増加9,379千円、預り金の増加7,185千円等によるものであります。

(純資産の部)

　当事業年度末における純資産は1,206,120千円となり、前事業年度末に比べ1,125,571千円増加いたしました。こ

れは、株式の発行による資本金の増加507,656千円及び資本準備金の増加507,656千円、当期純利益の計上による利

益剰余金の増加110,259千円によるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,404,874千円となり、前事業年度末に比

べ1,085,055千円増加いたしました。当事業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)

　当事業年度における営業活動による資金の増加は221,612千円となりました。これは主に、税引前当期純利益

142,541千円、減価償却費58,762千円の計上等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当事業年度における投資活動による資金の減少は69,807千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得に

よる支出66,026千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当事業年度における財務活動による資金の増加は933,251千円となりました。これは、株式の発行による収入

1,014,193千円、長期借入金の返済による支出80,942千円によるものであります。
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（４）今後の見通し

　2022年７月期の業績見通しにつきましては、新型コロナウィルス感染症の拡大による企業活動の停滞等、先行き

不透明な状況ではあるものの、変わりゆくワークスタイルに対応した営業体制の構築等により、ソフトウェアライ

センスの積み上げ及びソフトウェアサービスの拡販を目指してまいります。また、自然言語処理、画像認識、機械

学習/深層学習技術に関わるソリューションの潜在的な成長機会は非常に大きいものと考えており、優秀な人材の採

用およびソフトウェアの開発を推し進めることで、継続的な成長を目指してまいります。

　以上から、2022年７月期の業績予想といたしましては、売上高1,162百万円(前年度比36.0%増加)、営業利益233百

万円(前年度比47.5%増加)、経常利益231百万円(前年度比62.6%増加)、当期純利益156百万円(前年度比42.0%増加)を

見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社は、日本基準を採用しております。国際財務報告基準の適用につきましては、国内外の諸動向を考慮しつつ検討

していく方針であります。
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（単位：千円）

前事業年度
（2020年７月31日）

当事業年度
（2021年７月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 319,818 1,404,874

売掛金 68,854 94,175

前払費用 5,275 7,520

その他 4,813 550

流動資産合計 398,762 1,507,120

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額） 1,886 3,771

有形固定資産合計 1,886 3,771

無形固定資産

ソフトウエア 94,650 93,419

ソフトウエア仮勘定 － 14,090

無形固定資産合計 94,650 107,510

投資その他の資産

長期前払費用 1,002 569

繰延税金資産 24,367 21,237

投資その他の資産合計 25,369 21,807

固定資産合計 121,905 133,089

資産合計 520,668 1,640,209

負債の部

流動負債

買掛金 12,861 22,240

１年内返済予定の長期借入金 84,664 43,886

未払金 23,274 44,040

未払法人税等 290 41,013

未払消費税等 24,533 25,942

預り金 6,032 13,217

前受収益 128,485 140,820

その他 － 88

流動負債合計 280,141 331,249

固定負債

長期借入金 117,480 77,316

長期前受収益 42,497 25,523

固定負債合計 159,977 102,839

負債合計 440,118 434,088

純資産の部

株主資本

資本金 72,500 580,156

資本剰余金

資本準備金 37,500 545,156

資本剰余金合計 37,500 545,156

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △29,450 80,808

利益剰余金合計 △29,450 80,808

株主資本合計 80,549 1,206,120

純資産合計 80,549 1,206,120

負債純資産合計 520,668 1,640,209

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2019年８月１日
　至　2020年７月31日)

 当事業年度
(自　2020年８月１日
　至　2021年７月31日)

売上高 631,597 854,501

売上原価 131,698 171,883

売上総利益 499,898 682,617

販売費及び一般管理費 430,411 524,452

営業利益 69,487 158,165

営業外収益

受取利息 1 2

雑収入 5 41

営業外収益合計 7 43

営業外費用

支払利息 4,352 3,834

株式交付費 － 11,833

営業外費用合計 4,352 15,667

経常利益 65,142 142,541

特別損失

固定資産除却損 360 －

特別損失合計 360 －

税引前当期純利益 64,782 142,541

法人税、住民税及び事業税 290 29,152

法人税等調整額 △14,382 3,129

法人税等合計 △14,092 32,282

当期純利益 78,874 110,259

（２）損益計算書
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前事業年度
（自　2019年８月１日

至　2020年７月31日）

当事業年度
（自　2020年８月１日

至　2021年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ労務費 153,708 55.6 187,112 49.4

Ⅱ経費 ※１ 122,612 44.4 191,654 50.6

　当期総製造費用 276,320 100.0 378,767 100.0

　他勘定受入高 ※２ 48,209 56,865

　　合計 324,529 435,633

　他勘定振替高 ※３ 192,831 263,749

　当期売上原価 131,698 171,883

項目

前事業年度

(自　2019年８月１日

至　2020年７月31日)

当事業年度

(自　2020年８月１日

至　2021年７月31日)

外注費(千円) 74,956 136,421

通信費(千円) 17,191 32,331

旅費交通費(千円) 13,135 6,606

項目

前事業年度

(自　2019年８月１日

至　2020年７月31日)

当事業年度

(自　2020年８月１日

至　2021年７月31日)

ソフトウエア仮勘定(千円) 55,032 69,726

研究開発費(千円) 137,798 194,023

売上原価明細書

（原価計算の方法）

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。

(注)※１主な内訳は、次のとおりであります。

※２他勘定受入高は、ソフトウエアの償却額を振り替えたものであります。

※３他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。
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（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 72,500 37,500 37,500 △108,325 △108,325 1,674 1,674

当期変動額

当期純利益 78,874 78,874 78,874 78,874

当期変動額合計 － － － 78,874 78,874 78,874 78,874

当期末残高 72,500 37,500 37,500 △29,450 △29,450 80,549 80,549

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 72,500 37,500 37,500 △29,450 △29,450 80,549 80,549

当期変動額

当期純利益 110,259 110,259 110,259 110,259

新株の発行 507,656 507,656 507,656 1,015,312 1,015,312

当期変動額合計 507,656 507,656 507,656 110,259 110,259 1,125,571 1,125,571

当期末残高 580,156 545,156 545,156 80,808 80,808 1,206,120 1,206,120

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年８月１日　至　2020年７月31日）

当事業年度（自　2020年８月１日　至　2021年７月31日）
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（単位：千円）

 前事業年度
(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当事業年度
(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 64,782 142,541

減価償却費 48,768 58,762

長期前払費用償却額 81 －

有形固定資産除却損 360 －

受取利息 △1 △2

支払利息 4,352 3,834

株式交付費 － 11,833

売上債権の増減額（△は増加） 24,140 △25,321

仕入債務の増減額（△は減少） 2,398 5,679

未払金の増減額（△は減少） 3,936 10,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,400 1,408

未払法人税等の増減額（△は減少） － 11,860

前受収益の増減額（△は減少） 23,183 9,859

長期前受収益の増減額（△は減少） 857 △14,497

その他 △3,468 8,450

小計 189,792 225,154

利息の受取額 1 2

利息の支払額 △4,552 △3,253

法人税等の支払額 △290 △290

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,951 221,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,007 △3,781

無形固定資産の取得による支出 △54,592 △66,026

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,600 △69,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,500 －

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △36,586 △80,942

株式の発行による収入 － 1,014,193

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,914 933,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169,264 1,085,055

現金及び現金同等物の期首残高 150,553 319,818

現金及び現金同等物の期末残高 319,818 1,404,874

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（持分法損益等）

　当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社は、エンタープライズAIソフトウエア事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

前事業年度
（自　2019年８月１日

至　2020年７月31日）

当事業年度
（自　2020年８月１日

至　2021年７月31日）

１株当たり純資産額 16.96円 224.60円

１株当たり当期純利益 16.61円 22.96円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円 19.91円

前事業年度
（自　2019年８月１日

至　2020年７月31日）

当事業年度
（自　2020年８月１日

至　2021年７月31日）

１株当たり当期純利益

　当期純利益（千円） 78,874 110,259

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　普通株式に係る当期純利益（千円） 78,874 110,259

　普通株式の期中平均株式数（株） 4,750,000 4,801,667

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額（千円） ― ―

　普通株式増加数（株） ― 735,796

　（うち新株予約権（株）） ― （735,796）

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

新株予約権５種類

新株予約権の数 3,029個

普通株式 788,000株

―

（１株当たり情報）

　（注）１．当社は、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、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を算定しております。

２．当社株式は、2021年７月28日に東京証券取引所マザーズに上場したため、2021年７月期の潜在株式調整後１

株当たり当期純利益については、新規上場日から2021年７月期の末日までの平均株価を期中平均株価とみな

して算定しております。

３．2020年７月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は

非上場であったため、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

４．１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。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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