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(百万円未満切捨て)

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 13,610 18.0 1,858 △19.0 1,886 △17.7 1,038 △33.2

2020年12月期第３四半期 11,535 16.7 2,295 25.4 2,291 23.3 1,553 39.3
(注)包括利益 2021年12月期第３四半期 1,080百万円( △72.2％) 2020年12月期第３四半期 3,892百万円( 259.2％)
　

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 22.63 －

2020年12月期第３四半期 33.87 －
　

　

（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 13,559 6,981 51.5

2020年12月期 12,235 6,405 52.4
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 6,981百万円 2020年12月期 6,405百万円
　　

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 － 11.00 11.00

2021年12月期 － 0.00 －

2021年12月期(予想) 12.00 12.00
(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 18,452 17.7 590 △74.0 665 △70.7 △213 － △4.64

(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 ： 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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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 52,757,800株 2020年12月期 52,757,800株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 6,879,469株 2020年12月期 6,879,469株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 45,878,331株 2020年12月期３Ｑ 45,878,331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
（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当
たっての注意事項等については、添付資料Ｐ.２「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
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)

対前年同期比
（増減額）

対前年同期比
（増減率）

連結売上高 11,535百万円 13,610百万円 2,074百万円 18.0％

営業利益 2,295百万円 1,858百万円 ▲436百万円 ▲19.0％

経常利益 2,291百万円 1,886百万円 ▲405百万円 ▲17.7％

親会社株主に帰属
する四半期純利益

1,553百万円 1,038百万円 ▲515百万円 ▲33.2％

2011年11月に提供を開始したクラウドサービス「cybozu.com」は、ご利用いただいている契約社数が46,000社、

契約ユーザーライセンス数が200万人を超え、引き続き堅調に推移しております。当社グループでは、新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、社内外への感染防止と全従業員の安全確保を最優先とすべく、引き

続き在宅勤務を中心に業務を行っております。従来からテレワークをはじめ柔軟な働き方に対応した業務環境の整

備等を推進していたということもあり、営業活動および採用活動や、自社製品の開発計画やクラウドサービス基盤

の運用・保守体制等についても大きな変更はなく、現時点において新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による

事業活動、業績および会計上の見積り等への重大な影響はないと考えております。

このような状況下において、当第３四半期連結累計期間の連結業績については、自社クラウド基盤

「cybozu.com」上で提供するクラウドサービスの売上が積み上がり、売上高は13,610百万円(前年同期比18.0％増)

となりました。このうちクラウド関連事業の売上高は10,986百万円(前年同期比26.4％増)となっております。利益

項目については、前年同期に比べ従業員数増加等による人件費の増加や、主に主力製品である「kintone」の認知度

向上のためTVコマーシャル等積極的に広告宣伝への投資を継続していることから広告宣伝費の増加等があったこと

から、営業利益は1,858百万円(前年同期比19.0％減)、経常利益は1,886百万円(前年同期比17.7％減)となりまし

た。また、法人税等計上後の親会社株主に帰属する四半期純利益については1,038百万円(前年同期比33.2％減)とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

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)

対前年比
（増減額）

資産合計 12,235百万円 13,559百万円 1,324百万円

負債合計 5,829百万円 6,577百万円 748百万円

純資産合計 6,405百万円 6,981百万円 576百万円

資産の部については、「cybozu.com」サービス用サーバー増設や事務所移転等による固定資産の増加、売上増加

に伴う売掛金の増加や金融機関からの短期借入等により現金及び預金の増加があったこと等により、前連結会計年

度末に比べ1,324百万円増加し、13,559百万円となりました。

負債の部については、前期に計上した賞与や法人税等の支払いにより未払金及び未払法人税等が減少したものの、

金融機関からの借入による短期借入金の増加があったこと等により、前連結会計年度末に比べ748百万円増加し、

6,577百万円となりました。

純資産の部については、504百万円の剰余金配当を実施したことや、投資有価証券評価によりその他有価証券評価

差額金が減少したものの、当第３四半期連結累計期間に1,038百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益を計上し

たことにより、前連結会計年度末に比べ576百万円増加し、6,981百万円となり、自己資本比率は51.5％となりまし

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

2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年10月26日に修正公表した内容から変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による事業活動への影響および業績予想への影響につきま

しては現時点では軽微であると考えております。他の要因を含め公表すべき事実が発生した場合には速やかに開示い

たします。
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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：百万円)

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 3,956 4,236

受取手形及び売掛金 2,475 2,762

仕掛品 8 14

原材料及び貯蔵品 39 49

前払費用 290 521

その他 85 40

貸倒引当金 △26 △19

流動資産合計 6,828 7,605

固定資産

有形固定資産

建物 1,093 1,145

減価償却累計額 △384 △436

建物（純額） 709 708

工具、器具及び備品 4,321 5,459

減価償却累計額 △3,014 △3,639

工具、器具及び備品（純額） 1,306 1,820

有形固定資産合計 2,015 2,528

無形固定資産

ソフトウエア 56 59

ソフトウエア仮勘定 37 25

その他 11 15

無形固定資産合計 106 99

投資その他の資産

投資有価証券 2,146 2,194

敷金及び保証金 879 878

繰延税金資産 235 232

その他 24 19

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 3,284 3,325

固定資産合計 5,406 5,953

資産合計 12,235 13,559
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(単位：百万円)

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 0

短期借入金 － 2,200

未払金 1,081 677

未払費用 793 549

未払法人税等 1,024 199

前受金 2,252 2,592

返品調整引当金 1 0

その他 543 226

流動負債合計 5,698 6,445

固定負債

資産除去債務 129 130

その他 0 1

固定負債合計 130 131

負債合計 5,829 6,577

純資産の部

株主資本

資本金 613 613

資本剰余金 976 976

利益剰余金 5,128 5,662

自己株式 △1,800 △1,800

株主資本合計 4,919 5,452

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,419 1,368

為替換算調整勘定 67 161

その他の包括利益累計額合計 1,486 1,529

純資産合計 6,405 6,981

負債純資産合計 12,235 13,559

　



サイボウズ株式会社(4776) 2021年12月期 第３四半期決算短信

－5－

（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：百万円)
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 11,535 13,610

売上原価 803 960

売上総利益 10,731 12,649

返品調整引当金戻入額 0 －

返品調整引当金繰入額 － 0

差引売上総利益 10,732 12,649

販売費及び一般管理費

人件費 4,091 4,694

業務委託費 620 719

広告宣伝費 1,283 2,776

研究開発費 269 225

その他 2,173 2,375

販売費及び一般管理費合計 8,437 10,791

営業利益 2,295 1,858

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

為替差益 － 8

助成金収入 5 3

寄付金収入 4 1

その他 9 17

営業外収益合計 20 32

営業外費用

支払利息 0 3

投資事業組合運用損 3 0

為替差損 20 －

その他 0 0

営業外費用合計 23 4

経常利益 2,291 1,886

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 369 －

関係会社株式売却益 － 20

その他 15 4

特別利益合計 385 24

特別損失

減損損失 2 3

固定資産除売却損 1 0

特別損失合計 3 3

税金等調整前四半期純利益 2,673 1,907

法人税、住民税及び事業税 1,152 840

法人税等調整額 △33 28

法人税等合計 1,119 868

四半期純利益 1,553 1,038

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,553 1,038
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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：百万円)
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 1,553 1,038

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,327 △51

為替換算調整勘定 11 93

その他の包括利益合計 2,338 42

四半期包括利益 3,892 1,080

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,892 1,080
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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。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社であったタイムコンシェル株式会社の株式を一部売却

したことにより、持分法適用の範囲から除外しております。

（追加情報）

確定拠出制度の導入

当社の連結子会社であるKintone Corporationは、第１四半期連結会計期間より退職給付に関し確定拠出制度

を導入しております。

この導入に伴い、販売費及び一般管理費の「人件費」が16百万円増加しております。

　


