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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 2,210 8.1 72 1,202.4 90 9,184.5 58 ―

2020年12月期第3四半期 2,044 13.3 5 △91.9 0 △98.7 △4 ―

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　59百万円 （―％） 2020年12月期第3四半期　　△3百万円 （―％）

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 33.00 31.67

2020年12月期第3四半期 △2.51 ―

(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 1,125 652 58.0

2020年12月期 1,124 586 52.1

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 652百万円 2020年12月期 586百万円

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 ― 0.00 0.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12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 3,000 110.2 46 614.7 65 1,300.9 42 ― 23.50

（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 1,791,800 株 2020年12月期 1,778,500 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 82 株 2020年12月期 82 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 1,786,016 株 2020年12月期3Q 1,649,430 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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）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）財政状態及び経営成績の状況

①　経営成績の状況

　当第３四半期連結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の感染拡大により継続的な緊急事

態宣言やまん延防止等重点措置が発令されており、その影響により経済活動の回復に向けた動きは鈍く、ワクチン

接種が進んでいくことによる感染拡大の終息が期待されますが、依然として厳しい状況が続いております。

　インターネット業界を取り巻く環境は、経済産業省の2021年８月分特定サービス産業動態統計月報によると、売

上高前年同月比が、情報サービス業では2021年７月は99.3％と若干減少したものの、2021年８月は103.4％と回復

し、インターネット付随サービス業では、2020年７月以降14か月連続で前年同月比がプラスで推移しており、2021

年８月は106.7％と、引き続き堅調に推移しております。

　このような経済状況の中、当社グループでは、「つながりを常によろこびに（Delight in Every Connection）」

というミッションの下、カスタマーサポートサービス「ソーシャルアプリサポート」及び24時間365日体制の投稿

モニタリングサービス「インターネットモニタリング」の２つのサービスを主軸に、カスタマーソリューション事

業を引き続き展開しております。

　当社グループにおいては、コロナ禍におけるライフスタイルの変化によるSNS（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）や動画配信サイト、ソーシャルゲームなどの利用拡大に伴い、顧客及び追加案件の獲得が堅調に推

移し、合わせて当社グループが重点施策として取り組んでおります「CSブートキャンプ」が顧客のニーズに合致し

たことで複数の案件獲得に繋げることが出来ました。

　しかしながら、緊急事態宣言の再発出に伴い、大型案件の一時凍結や開始時期の変更等が影響し、売上高の大幅

な増加には至りませんでした。

　当第３四半期連結累計期間においては、このような状況となることを想定して、原価に係る大型案件対応のため

の先行採用の見送りや販売費及び一般管理費の適正な管理等を徹底いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は2,210,615千円（前年同四半期比8.1％増）、営業

利益は72,639千円（前年同四半期比1,202.4％増）、経常利益は90,516千円（前年同四半期比9,184.5％増）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は58,931千円（前年同四半期は4,145千円の損失）と大幅に改善することが出来ま

した。

　なお、当社グループはカスタマーリレーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略し

ております。

②　財政状態の状況

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は962,529千円となり、前連結会計年度末に比べ22,204千円減少

いたしました。これは主に売掛金の増加35,094千円、現金及び預金の減少56,969千円によるものです。固定資産は

162,963千円となり、前連結会計年度末に比べ22,757千円増加いたしました。これは主に有形固定資産の増加

29,360千円によるものです。

　この結果、総資産は1,125,492千円となり、前連結会計年度末に比べ553千円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は428,999千円となり、前連結会計年度末に比べ26,087千円減少

いたしました。これは主に１年内返済予定の長期借入金の減少24,160千円によるものです。固定負債は43,774千円

となり、前連結会計年度末に比べ39,957千円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少23,838千円、固定負

債その他に含まれる長期預り保証金の減少13,020千円によるものです。

　この結果、負債合計は472,773千円となり、前連結会計年度末に比べ66,045千円減少いたしました。

（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652,719千円となり、前連結会計年度末に比べ66,598千円増

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る利益剰余金の増加58,931千円による

ものです。

　この結果、自己資本比率は58.0％（前連結会計年度末は52.1％）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年２月12日に公表した連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明であ

り、また当社グループのカスタマーリレーション事業において、新規ゲームタイトルのカスタマーサポート対応や

新規ウェブサイトのモニタリング対応の開始時期に不確実性が存在することから、業績を特定して予想することは
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困難であると判断し、レンジ形式をもって記載しておりましたが、第３四半期会計期間末を迎え、確度の高い数値

の集計が可能となったことから、通期の業績予想を修正いたしました。

　詳細については、2021年11月２日に公表いたしました「2021年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。

　なお、業績予想の修正における新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、引き続きリモートワークや外

出自粛を要する社会情勢が早くとも2021年12月末日までは続くと予想しております。
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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 649,572 592,602

売掛金 281,306 316,401

仕掛品 10,708 9,174

その他 43,414 44,602

貸倒引当金 △268 △251

流動資産合計 984,733 962,529

固定資産

有形固定資産 44,767 74,128

無形固定資産 1,210 568

投資その他の資産

差入保証金 87,754 86,390

その他 6,473 1,876

投資その他の資産合計 94,228 88,267

固定資産合計 140,206 162,963

資産合計 1,124,939 1,125,492

負債の部

流動負債

買掛金 32,636 33,915

1年内返済予定の長期借入金 81,664 57,504

未払法人税等 13,477 14,704

未払費用 174,890 171,383

その他 152,417 151,491

流動負債合計 455,086 428,999

固定負債

長期借入金 65,714 41,876

退職給付に係る負債 4,997 1,898

その他 13,020 －

固定負債合計 83,731 43,774

負債合計 538,818 472,773

純資産の部

株主資本

資本金 234,793 52,995

資本剰余金 259,741 448,730

利益剰余金 94,122 153,053

自己株式 △286 △286

株主資本合計 588,370 654,492

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △2,249 △1,772

その他の包括利益累計額合計 △2,249 △1,772

純資産合計 586,121 652,719

負債純資産合計 1,124,939 1,125,492

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

- 4 -

アディッシュ株式会社(7093)　2021年12月期　第３四半期決算短信



（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 2,044,940 2,210,615

売上原価 1,358,237 1,403,164

売上総利益 686,703 807,450

販売費及び一般管理費 681,126 734,810

営業利益 5,577 72,639

営業外収益

受取利息 63 40

受取賃貸料 10,500 7,479

助成金収入 － 15,427

その他 2,597 2,227

営業外収益合計 13,161 25,174

営業外費用

支払利息 1,446 901

株式交付費 9,211 12

賃貸費用 4,535 5,471

その他 2,570 911

営業外費用合計 17,763 7,297

経常利益 974 90,516

特別損失

固定資産除却損 － 506

特別損失合計 － 506

税金等調整前四半期純利益 974 90,010

法人税、住民税及び事業税 3,680 26,475

法人税等調整額 1,440 4,603

法人税等合計 5,120 31,078

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,145 58,931

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△4,145 58,931

（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,145 58,931

その他の包括利益

為替換算調整勘定 473 476

その他の包括利益合計 473 476

四半期包括利益 △3,672 59,408

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,672 59,408

（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）

　当社は、2021年３月26日開催の第７期定時株主総会において、資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金

に振り替えることを決議いたしました。これにより当第３四半期連結累計期間において資本金が185,393千円減少

し、資本剰余金が同額増加しております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が52,995千円、資

本剰余金が448,730千円となっております。

　なお、株主資本の合計金額に著しい変動はありません。

（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）

　当社グループは、カスタマーリレーション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。

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）

　当社グループは、カスタマーリレーション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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