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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9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12月期第3四半期 19,138 5.8 1,330 5.1 1,376 6.0 784 12.0

2020年12月期第3四半期 18,092 9.1 1,266 49.5 1,298 50.3 700 51.2

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　796百万円 （15.0％） 2020年12月期第3四半期　　692百万円 （43.8％）

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12月期第3四半期 69.09 ―

2020年12月期第3四半期 67.90 ―

（注）当社は、2021年１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。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が

行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。

(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12月期第3四半期 13,466 9,224 68.5

2020年12月期 13,505 8,755 64.8

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 9,224百万円 2020年12月期 8,755百万円

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12月期 ― 0.00 ― 63.00 63.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12月期（予想） 29.00 29.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)１．当社は2021年１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12月期期末につい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。

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31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 26,000 6.4 1,770 7.7 1,850 8.0 1,070 7.6 94.36

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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12月期3Q 11,363,159 株 2020年12月期 11,339,904 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 112 株 2020年12月期 112 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 11,353,251 株 2020年12月期3Q 10,311,618 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

本資料に掲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と判断する一定の前提に基づいており、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、第3四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧下さい。
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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（COVID-19）の影響により、緊急事態

宣言発出及びまん延防止等重点措置が適用されるなど、経済活動が制限されており、依然として厳しい状況が続い

ております。同感染症のワクチン接種も進み、新規感染者数は減少傾向で推移するなど、第６波への懸念は残るも

のの、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が９月30日をもって終了となり、規制緩和による経済活動の再開が

期待されております。

　世界経済においては、先進国を中心にワクチンの普及が進み、経済活動が本格的に再開されておりますが、東南

アジアを中心に同感染症の感染者数は増加しており、サプライチェーンにも影響が出始め、景気回復への重荷とな

っております。

　このような状況の中、当社グループは、新中期３か年計画「新しい一歩 ～ move up further ～」のもと顧客開

拓や有望分野の拡大に向け、積極的な営業活動を進め、新たな需要の取り込みに努めてまいりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高191億38百万円（前年同四半期比5.8％増）、営業利益

13億30百万円（前年同四半期比5.1％増）、経常利益13億76百万円（前年同四半期比6.0％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益７億84百万円（前年同四半期比12.0％増）となりました。

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

（情報サービス事業）

　情報サービス事業は、新規顧客の獲得、人手不足に対応した業務の効率化や、5G関連業務等が堅調に推移いたし

ました。

　「モビリティソリューション」は、車載については半導体不足の影響が現れ始めておりますが、新規ユーザー獲

得に注力したことに加え、5G関連業務が堅調に推移し、売上高は、増加いたしました。

　「ビジネスインダストリーソリューション」は、一部、プライム案件の開発中止による影響を受けましたが、既

存ユーザーを中心に堅調に推移し、売上高は、増加いたしました。

　「エンタープライズソリューション」は、サーバ・ネットワーク構築業務が堅調に推移し、売上高は、増加いた

しました。

　「プロダクトソリューション」は、受注が伸び悩み、売上高は、減少いたしました。

　利益面に関しましては、売上高の増加により、人材確保・育成に向けた経費や基幹システム刷新の経費を吸収

し、開発中止案件の影響を受けたものの、セグメント利益は、増加いたしました。

　以上の結果、当事業における売上高は160億40百万円（前年同四半期比6.0％増）、セグメント利益は10億84百万

円（前年同四半期比4.7％増）となりました。

（セキュリティシステム事業）

　セキュリティシステム事業は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響を受け、一部の売上が繰延になっ

たものの、リニューアル物件の増加に加え、同感染症対策としてのサーマルカメラや、建設キャリアアップシステ

ム（CCUS）関連も好調に推移し、売上高は、増加いたしました。

　利益面に関しましては、売上繰延の影響を受けましたが、次期製品開発に向けた研究開発費を、売上の増加によ

り吸収し、増加いたしました。

　以上の結果、当事業における売上高は30億98百万円（前年同四半期比4.7％増）、セグメント利益は２億36百万

円（前年同四半期比4.5％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末において、資産は、134億66百万円と前連結会計年度末より38百万円減少いたしま

した。これは主として現金及び預金や前払費用等の増加額を、のれん等の減少額を上回ったことによるものであり

ます。

　負債は、42億42百万円と前連結会計年度末より５億７百万円減少いたしました。これは主として賞与引当金等の

増加額を未払金や未払消費税等の減少額が上回ったことによるものであります。

　純資産は、92億24百万円と前連結会計年度末より４億68百万円増加いたしました。これは主として利益剰余金の

増加によるものであります。

　なお、自己資本比率は 68.5％と3.7ポイント改善いたしました。
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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

　当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、おおむね計画通りに推移しており、2021年２月15日に公表い

たしました業績予想から変更はありません。

　今後、公表すべき事実が生じた場合には、すみやかにお知らせいたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,199,102 5,366,635

受取手形及び売掛金 4,452,676 4,452,202

前払費用 116,147 169,310

商品 487,081 393,867

仕掛品 93,049 134,159

貯蔵品 3,062 2,068

その他 76,308 103,240

貸倒引当金 △32,049 △34,728

流動資産合計 10,395,378 10,586,755

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 454,099 468,224

減価償却累計額及び減損損失累計額 △293,059 △303,382

建物及び構築物（純額） 161,040 164,841

土地 600,550 600,550

その他 599,789 643,346

減価償却累計額及び減損損失累計額 △440,592 △468,254

その他（純額） 159,197 175,091

有形固定資産合計 920,788 940,483

無形固定資産

のれん 1,163,090 824,704

その他 65,470 88,170

無形固定資産合計 1,228,561 912,875

投資その他の資産

投資有価証券 470,807 466,933

長期前払費用 3,878 3,538

差入保証金 265,505 284,250

繰延税金資産 144,992 191,130

その他 77,746 80,755

貸倒引当金 △1,963 △0

投資その他の資産合計 960,967 1,026,607

固定資産合計 3,110,316 2,879,966

資産合計 13,505,695 13,466,722

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）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,420,871 1,488,991

短期借入金 140,000 120,000

未払金 991,984 563,390

未払費用 109,846 164,545

未払法人税等 443,936 275,801

未払消費税等 542,891 348,258

賞与引当金 30,517 496,992

役員賞与引当金 75,985 31,033

受注損失引当金 1,610 6,419

その他 390,023 205,225

流動負債合計 4,147,666 3,700,658

固定負債

退職給付に係る負債 226,213 238,340

役員退職慰労引当金 49,516 56,583

資産除去債務 81,461 82,329

繰延税金負債 47,817 －

その他 197,315 164,611

固定負債合計 602,324 541,864

負債合計 4,749,990 4,242,522

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,514 2,346,932

資本剰余金 2,936,693 2,951,111

利益剰余金 3,364,788 3,791,968

自己株式 △92 △92

株主資本合計 8,633,903 9,089,919

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 161,324 156,627

為替換算調整勘定 △39,523 △22,347

その他の包括利益累計額合計 121,801 134,280

純資産合計 8,755,704 9,224,199

負債純資産合計 13,505,695 13,466,722
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 18,092,794 19,138,269

売上原価 13,745,907 14,496,439

売上総利益 4,346,886 4,641,830

販売費及び一般管理費 3,080,308 3,311,000

営業利益 1,266,578 1,330,829

営業外収益

受取利息 5,775 7,199

受取配当金 14,919 35,196

受取補償金 18,890 －

その他 16,187 9,015

営業外収益合計 55,773 51,411

営業外費用

支払利息 4,625 803

新株発行費 15,953 475

手形売却損 2,276 1,753

為替差損 － 2,778

その他 811 178

営業外費用合計 23,667 5,989

経常利益 1,298,684 1,376,252

特別損失

固定資産売却損 566 －

特別損失合計 566 －

税金等調整前四半期純利益 1,298,117 1,376,252

法人税、住民税及び事業税 666,586 683,752

法人税等調整額 △68,661 △91,883

法人税等合計 597,925 591,868

四半期純利益 700,192 784,383

親会社株主に帰属する四半期純利益 700,192 784,383

（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　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 700,192 784,383

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,947 △4,697

為替換算調整勘定 △4,271 17,176

その他の包括利益合計 △7,218 12,478

四半期包括利益 692,973 796,862

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 692,973 796,862

（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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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

①簡便な会計処理

　固定資産の減価償却の算定方法

　定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によって

おります。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額（注） 合計

情報サービス セキュリティシステム

売上高

外部顧客への売上高 15,135,128 2,957,665 － 18,092,794

セグメント間の内部

売上高又は振替高
62,770 10,232 △73,002 －

計 15,197,899 2,967,897 △73,002 18,092,794

セグメント利益 1,036,372 226,413 3,791 1,266,578

（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2020年１月１日　至2020年９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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごと固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　該当事項はありません。

　　（のれんの額の重要な変動）

　　　該当事項はありません。

　　（重要な負ののれん発生益）

　　　該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額（注） 合計

情報サービス セキュリティシステム

売上高

外部顧客への売上高 16,040,145 3,098,124 － 19,138,269

セグメント間の内部

売上高又は振替高
94,417 12,513 △106,930 －

計 16,134,562 3,110,637 △106,930 19,138,269

セグメント利益 1,084,601 236,554 9,673 1,330,829

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自2021年１月１日　至2021年９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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントごと固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　　該当事項はありません。

　　（のれんの額の重要な変動）

　　　該当事項はありません。

　　（重要な負ののれん発生益）

　　　該当事項はありません。
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