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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）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 15,181 △2.3 2,342 △18.2 2,340 △16.9 1,501 △19.5 1,500 △19.6 1,566 △10.1

2020年12月期第３四半期 15,544 △7.7 2,864 △19.5 2,815 △20.1 1,866 △19.5 1,867 △19.5 1,741 △21.7

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2021年12月期第３四半期 17.07 16.78

2020年12月期第３四半期 21.33 20.98

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 33,888 25,405 25,405 75.0

2020年12月期 32,274 24,602 24,600 76.2

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 － 6.60 － 6.60 13.20

2021年12月期 － 4.00 －

2021年12月期（予想） 4.00 8.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,350 △3.8 2,600 △37.1 2,580 △32.5 1,640 △33.5 18.66

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）

（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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31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12月期３Ｑ 97,896,800株 2020年12月期 97,896,800株

②  期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 9,901,018株 2020年12月期 10,313,058株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 87,873,220株 2020年12月期３Ｑ 87,511,414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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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

（３）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、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、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。

（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11月８日（月）に機関投資家・アナリスト向けにテレフォン・カンファレンス形式で説明会を開催

する予定です。当日使用する決算説明資料は当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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区　分
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）

前年同期比（増減率)

プラットフォーム 7,747 8,493 9.6％

アプリケーション 7,797 6,687 △14.2％

合　計 15,544 15,181 △2.3％

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（2021年１月１日～９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の

影響により依然として厳しい状況にあるものの、感染対策を徹底しワクチン接種を促進するなど、各種政策の効果

や海外経済の改善もあり、持ち直しの動きが見られました。しかしながら、今後の感染動向が国内外の経済に与え

る影響や、金融資本市場の変動等を注視する必要があり、予断を許さない状況が続いています。

当社グループが属する情報サービス産業においては、テレワークや非接触対応をはじめとした「新しい働き方」

の実現に向けた企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）投資が拡大しており、DX関連市場は好調な状況が

続いています。その反面、先行き不透明な景況感を背景に、非戦略領域に該当する新規投資には慎重な姿勢も見ら

れ、IT投資需要は強弱感が混在しています。また、新型コロナウイルス感染症による半導体需給のひっ迫やサプラ

イチェーンへの影響により、パソコンなどハードウェアの一部は不安定な供給となっており、今後も注視が必要な

状況となっています。

このような環境の中、当社グループは企業理念である「感謝と喜び」の心を根本として、お客様の事業継続や事

業創造に貢献するための活動を続けています。当第３四半期連結累計期間においては、業務ソフトウェアの販売に

加え、グループウェアをはじめとしたDXソリューションを拡充し、お客様のDX推進を支援しました。また、業務ソ

フトウェア販売における月額サブスクリプション契約への転換を進め、導入時の利便性を向上させることで、より

多くのお客様に当社の業務ソフトウェアを採用していただくことを目指しました。

月額サブスクリプション契約への転換は、当社グループの売上収益を安定化させるだけでなく、中長期的な成長

をもたらします。しかしながら、当第３四半期連結累計期間は転換の初期段階にあることから、売上収益の低下要

因となりました。一方で、お客様のDX推進を支援するための提案力を強化したことにより、DXソリューション売上

に加えて業務ソフトウェアの付帯サービスであるネットワーク利用料や保守サービス料など、各種の月額売上が増

収となりました。また、コスト面においては、次世代版業務ソフトウェアの開発投資を継続するとともに、ウェビ

ナー開催などのオンラインプロモーションを積極化しました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間（2021年１月１日～９月30日）においては、売上収益は151億81百万

円（前年同期比2.3％減）となりました。営業利益は23億42百万円（前年同期比18.2％減）、税引前四半期利益は

23億40百万円（前年同期比16.9％減）となり、親会社の所有者に帰属する四半期利益は15億円（前年同期比19.6％

減）となりました。

当社グループはITサービス事業の単一セグメントですが、売上区分別の状況は次のとおりです。

（単位：百万円）

（注）当第３四半期連結累計期間より、クラウド版新モデル「.ｃシリーズ」の提供開始にあたり、当社グループ

における成長戦略の進捗を明確にするため売上区分を変更しております。なお、前第３四半期連結累計期間

の数値も組み替えて表示しております。
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（２）財政状態に関する説明

① 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて16億14百万円増加し、338億88百万円

となりました。流動資産は３億12百万円増加の80億64百万円、非流動資産は13億２百万円増加の258億24百万円と

なりました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び現金同等物２億３百万円、棚卸資産１億97百万円の減少があ

ったものの、営業債権及びその他の債権６億76百万円の増加があったことによるものであります。非流動資産の増

加の主な要因は、無形資産15億19百万円の増加があったこと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、前連結会計年度末に比べて８億11百万円増加し、84億83百万円と

なりました。流動負債は10億45百万円増加の74億78百万円、非流動負債は２億34百万円減少の10億５百万円となり

ました。流動負債の増加の主な要因は、未払法人所得税５億８百万円、その他の流動負債４億25百万円、契約負債

２億24百万円の減少があったものの、短期有利子負債23億94百万円の増加があったことによるものであります。非

流動負債の減少の主な要因は、その他の非流動負債42百万円、繰延税金負債25百万円の増加があったものの、長期

有利子負債３億12百万円の減少があったことによるものであります。

（資本）

当第３四半期連結会計期間末における資本は、前連結会計年度末に比べて８億３百万円増加し、254億５百万円

となりました。資本の増加の主な要因は、利益剰余金５億78百万円の増加、自己株式１億18百万円の減少があった

ことによるものであります。

② キャッシュ・フローの分析

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて２億

３百万円減少し、30億29百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、14億13百万円（前年同期比33.2％減）となりました。この主な要因は、法人所

得税等の支払額13億39百万円、営業債権及びその他の債権の増加額６億85百万円があったものの、税引前四半期利

益23億40百万円、減価償却費及び償却費16億95百万円があったこと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）

投資活動により使用した資金は、23億29百万円（前年同期比20.1％増）となりました。この主な要因は、無形資

産の取得による支出24億62百万円があったこと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）

財務活動により得られた資金は、７億11百万円（前年同期は４億41百万円の支出）となりました。この主な要因

は、配当金の支払額９億30百万円、リース負債の返済による支出６億70百万円があったものの、短期借入金の純増

額24億１百万円があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年７月28日の「連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」で公

表いたしました通期の連結業績予想からの変更はありません。
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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

流動資産

現金及び現金同等物 3,232,409 3,029,310

営業債権及びその他の債権 3,797,819 4,474,308

棚卸資産 355,682 158,482

その他の金融資産 55,000 5,000

その他の流動資産 311,078 396,890

流動資産合計 7,751,988 8,063,990

非流動資産

有形固定資産 1,822,803 1,496,508

のれん 11,802,504 11,802,504

無形資産 8,425,546 9,944,536

持分法で会計処理されている投資 95,703 91,422

その他の金融資産 1,420,760 1,446,239

その他の非流動資産 175,836 267,514

繰延税金資産 778,783 775,323

非流動資産合計 24,521,935 25,824,047

資産合計 32,273,923 33,888,037

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 3,538,577 3,453,169

契約負債 612,413 387,957

短期有利子負債 748,408 3,142,144

未払法人所得税 554,956 46,466

その他の金融負債 105,529 －

その他の流動負債 872,547 447,978

流動負債合計 6,432,430 7,477,714

非流動負債

長期有利子負債 787,905 475,959

退職給付に係る負債 172,196 178,836

引当金 139,102 143,568

繰延税金負債 139,825 165,164

その他の非流動負債 － 41,555

非流動負債合計 1,239,027 1,005,083

負債合計 7,671,457 8,482,797

資本

資本金 7,147,905 7,147,905

資本剰余金 7,215,824 7,291,792

自己株式 △3,403,618 △3,285,446

利益剰余金 13,265,826 13,843,439

その他の資本の構成要素 374,078 407,550

親会社の所有者に帰属する持分合計 24,600,015 25,405,240

非支配持分 2,451 －

資本合計 24,602,466 25,405,240

負債及び資本合計 32,273,923 33,888,037

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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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）

売上収益 15,543,548 15,180,678

売上原価 △4,549,844 △4,309,411

売上総利益 10,993,704 10,871,267

販売費及び一般管理費 △8,173,495 △8,555,879

その他の営業収益 51,254 34,424

その他の営業費用 △7,145 △7,403

営業利益 2,864,318 2,342,409

金融収益 35,025 41,971

金融費用 △59,997 △38,061

持分法による投資損益（△は損失） △24,704 △6,302

税引前四半期利益 2,814,642 2,340,018

法人所得税 △948,676 △838,735

四半期利益 1,865,966 1,501,283

四半期利益の帰属

親会社の所有者 1,866,625 1,499,854

非支配持分 △659 1,429

四半期利益 1,865,966 1,501,283

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 21.33 17.07

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 20.98 16.78

（２）要約四半期連結損益計算書
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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）

四半期利益 1,865,966 1,501,283

その他の包括利益

純損益に振替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定

する資本性金融資産の公正価値の純変動
△123,993 66,225

純損益に振替えられることのない項目合計 △123,993 66,225

純損益に振替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △517 △1,902

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する

持分
△21 521

純損益に振替えられる可能性のある項目合計 △538 △1,381

税引後その他の包括利益合計 △124,531 64,844

四半期包括利益 1,741,435 1,566,128

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 1,742,094 1,564,698

非支配持分 △659 1,429

四半期包括利益 1,741,435 1,566,128

（３）要約四半期連結包括利益計算書
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（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の資本の構成要素

新株予約権
譲渡制限付

株式

2020年１月１日残高 7,147,905 7,199,403 △3,456,820 11,928,868 537,744 △14,000

四半期利益 － － － 1,866,625 － －

その他の包括利益 － － － － － －

四半期包括利益合計 － － － 1,866,625 － －

自己株式の処分 － 2,279 12,917 － △18,899 －

配当 － － － △1,146,294 － －

株式報酬取引 － 14,142 41,857 － 169,968 △14,000

所有者との取引額合計 － 16,421 54,774 △1,146,294 151,069 △14,000

2020年９月30日残高 7,147,905 7,215,824 △3,402,046 12,649,199 688,813 △28,000

（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計在外営業活
動体の換算
差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る資本性金
融資産の公
正価値の純
変動

合計

2020年１月１日残高 △44,269 △81,903 397,573 23,216,929 2,697 23,219,626

四半期利益 － － － 1,866,625 △659 1,865,966

その他の包括利益 △538 △123,993 △124,531 △124,531 － △124,531

四半期包括利益合計 △538 △123,993 △124,531 1,742,094 △659 1,741,435

自己株式の処分 － － △18,899 △3,704 － △3,704

配当 － － － △1,146,294 － △1,146,294

株式報酬取引 － － 155,968 211,968 － 211,968

所有者との取引額合計 － － 137,069 △938,030 － △938,030

2020年９月30日残高 △44,807 △205,896 410,111 24,020,993 2,038 24,023,031

（４）要約四半期連結持分変動計算書

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）
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（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の資本の構成要素

新株予約権
譲渡制限付

株式

2021年１月１日残高 7,147,905 7,215,824 △3,403,618 13,265,826 724,241 △14,000

四半期利益 － － － 1,499,854 － －

その他の包括利益 － － － － － －

四半期包括利益合計 － － － 1,499,854 － －

自己株式の処分 － 105,560 118,172 － △171,167 －

配当 － － － △930,035 － －

株式報酬取引 － － － 7,794 153,794 △14,000

支配継続子会社に対する持分変動 － △29,592 － － － －

所有者との取引額合計 － 75,968 118,172 △922,242 △17,373 △14,000

2021年９月30日残高 7,147,905 7,291,792 △3,285,446 13,843,439 706,868 △28,000

（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計

その他の資本の構成要素

合計在外営業活
動体の換算
差額

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る資本性金
融資産の公
正価値の純
変動

合計

2021年１月１日残高 △47,026 △289,136 374,078 24,600,015 2,451 24,602,466

四半期利益 － － － 1,499,854 1,429 1,501,283

その他の包括利益 △1,381 66,225 64,844 64,844 － 64,844

四半期包括利益合計 △1,381 66,225 64,844 1,564,698 1,429 1,566,128

自己株式の処分 － － △171,167 52,565 － 52,565

配当 － － － △930,035 － △930,035

株式報酬取引 － － 139,795 147,588 － 147,588

支配継続子会社に対する持分変動 － － － △29,592 △3,880 △33,472

所有者との取引額合計 － － △31,373 △759,474 △3,880 △763,354

2021年９月30日残高 △48,408 △222,911 407,550 25,405,240 － 25,405,240

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）
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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）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 2,814,642 2,340,018

減価償却費及び償却費 1,586,105 1,694,753

株式報酬費用 208,440 192,358

金融収益及び金融費用（△は益） 24,972 405

持分法による投資損益（△は益） 24,704 6,302

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △357,609 △684,639

棚卸資産の増減額（△は増加） 69,069 197,477

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △376,117 △144,805

前払費用の増減額（△は増加） 32,816 △85,114

長期前払費用の増減額（△は増加） 30,004 △50,924

未払従業員賞与の増減額（△は減少） △344,870 △280,518

契約負債の増減額（△は減少） △339,823 △224,456

未払消費税等の増減額（△は減少） 140,578 △211,958

その他 42,246 6,199

小計 3,555,156 2,755,098

利息の受取額 3,261 4,281

配当金の受取額 1,839 2,033

利息の支払額 △7,773 △8,641

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,438,022 △1,339,431

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,114,461 1,413,340

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

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 △13,112 △30,746

無形資産の取得による支出 △1,834,343 △2,461,573

投資の取得による支出 △63,636 －

投資の売却及び償還による収入 490 －

貸付けによる支出 △51,100 △600

貸付金の回収による収入 6,296 156,026

敷金及び保証金の差入による支出 △7,423 △12,995

敷金及び保証金の回収による収入 2,519 9,548

その他 21,886 11,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,938,424 △2,329,002

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） 1,400,000 2,401,000

リース負債の返済による支出 △691,055 △670,358

配当金の支払額 △1,146,294 △930,035

自己株式の売却による収入 1,500 －

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得によ

る支出
－ △33,472

コミットメントライン関連費用 △4,898 △56,263

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,746 710,871

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 133 1,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,576 △203,098

現金及び現金同等物の期首残高 3,033,768 3,232,409

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,769,192 3,029,310
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（６）要約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。

（セグメント情報）

当社グループはITサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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