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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第３四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年11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 ％

2022年２月期第３四半期 3,661 31.5 △158 － △46 － △247 －

2021年２月期第３四半期 2,784 △19.4 △1,142 － 470 － 187 －
(注) 包括利益 2022年２月期第３四半期 △247百万円( －％) 2021年２月期第３四半期 187百万円( －％)
　

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

2022年２月期第３四半期 △34.22 －

2021年２月期第３四半期 26.14 25.67
　

（注）2022年２月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、
１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　

（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 ％

2022年２月期第３四半期 1,843 999 54.2

2021年２月期 2,541 1,270 50.0
(参考) 自己資本 2022年２月期第３四半期 999百万円 2021年２月期 1,270百万円
　　

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

2021年２月期 － 0.00 － 5.00 5.00

2022年２月期 － 0.00 －

2022年２月期(予想) 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28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 5,000 23.5 △264 － △268 － △395 － △54.81
(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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） 株式会社メルセンヌ 、除外 －社（社名） －
　

（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) 2022年２月期３Ｑ 7,302,960株 2021年２月期 7,206,882株

② 期末自己株式数 2022年２月期３Ｑ －株 2021年２月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期３Ｑ 7,246,010株 2021年２月期３Ｑ 7,165,773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．（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

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拡大により、経済活動に大きな制約

を受け、非常に厳しい状況で推移いたしました。ワクチン接種が進み、９月30日には全ての都道府県で緊急事態宣

言が解除されるなど、経済活動正常化に向けた動きがみられるものの、足元では新たな変異ウイルスによる感染拡

大が懸念されるなど、先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、主力事業である日本放送協会（以下「ＮＨＫ」といいま

す。）からの放送受信料の契約・収納代行業務（以下「ＮＨＫ業務」といいます。）に続く、安定的な収益基盤の

確保と事業の拡大に取り組み、新規営業代行事業及びメディア事業の拡大に努めてまいりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、感染防止策に務めながら営業代行業務の拡大を進め、また、

メディア事業も好調に推移したことから3,661,542千円と前年同四半期と比べ876,663千円（31.5％増）の増収とな

りました。

一方、販売費及び一般管理費につきましては、人件費関連費用として、給料及び手当を1,899,227千円（前年同期

比12.7％減）、賞与及び賞与引当金繰入額を124,635千円（同52.7％増）、法定福利費を310,418千円（同7.3％

減）、スマートフォンゲームの開発に係る研究開発費を170,634千円（同17.7％減）計上したこと等から、販売費及

び一般管理費の合計は3,689,242千円（同6.1％減）となり、この結果、営業損失は158,380千円（前年同期は営業損

失1,142,397千円）となりました。

営業外収益につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金107,753千円を計上したこと

等から合計で114,969千円（前年同期比92.9％減）となり、営業外費用につきましては合計で2,652千円（同21.8％

減）となりました。この結果、経常損失は46,064千円（前年同期は経常利益470,939千円）となりました。

また、法人税等合計を201,929千円（前年同期比27.5％減）計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は

247,993千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益187,339千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は1,843,532千円（前期末比27.5％減）となりました。

主な内訳は、現金及び預金が944,939千円（同40.2％減）、営業未収入金が323,771千円（同21.7％減）、投資その

他の資産が277,331千円（同9.7％減）であります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は843,776千円（前期末比33.6％減）となりました。

主な内訳は、短期借入金が266,664千円（同33.3％増）、未払人件費を含めた未払費用が405,536千円（同17.9％

減）、未払消費税等が111,395千円（同34.4％増）、未払法人税等が6,649千円（前期末は393,572千円）であります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は999,755千円（前期末比21.3％減）となりました。

主な内訳は、利益剰余金が357,574千円（同44.3％減）、資本金が326,090千円（同2.1％増）、資本剰余金が

316,090千円（同2.2％増）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

2022年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（2021年４月13日付）いたしました業績予想からの変更は

ございません。

（業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確定な要素を含んでおり

ます。そのため、経済環境等の様々な要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能性があります。)
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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：千円)

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,579,876 944,939

営業未収入金 413,539 323,771

前払費用 59,714 103,174

その他 63,584 33,726

流動資産合計 2,116,714 1,405,611

固定資産

有形固定資産 47,819 32,280

無形固定資産

のれん 68,567 128,217

その他 1,698 92

無形固定資産合計 70,265 128,309

投資その他の資産 307,142 277,331

固定資産合計 425,228 437,920

資産合計 2,541,943 1,843,532

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 266,664

未払費用 494,042 405,536

未払法人税等 393,572 6,649

未払消費税等 82,878 111,395

賞与引当金 - 6,834

その他 101,117 46,697

流動負債合計 1,271,611 843,776

負債合計 1,271,611 843,776

純資産の部

株主資本

資本金 319,364 326,090

資本剰余金 309,364 316,090

利益剰余金 641,602 357,574

株主資本合計 1,270,332 999,755

純資産合計 1,270,332 999,755

負債純資産合計 2,541,943 1,843,532
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（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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年11月30日)

売上高 2,784,879 3,661,542

売上原価 - 130,680

売上総利益 2,784,879 3,530,861

販売費及び一般管理費 3,927,276 3,689,242

営業損失（△） △1,142,397 △158,380

営業外収益

受取利息 3 6

受取補償金 1,148,657 3,577

雇用調整助成金 462,245 107,753

受取手数料 240 56

受取報奨金 445 -

助成金収入 4,710 2,800

雑収入 426 775

営業外収益合計 1,616,729 114,969

営業外費用

支払利息 425 953

支払手数料 2,735 1,240

株式交付費 - 400

その他 232 58

営業外費用合計 3,393 2,652

経常利益又は経常損失（△） 470,939 △46,064

特別損失

減損損失 5,124 -

特別損失合計 5,124 -

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

465,814 △46,064

法人税、住民税及び事業税 268,838 184,772

法人税等調整額 9,636 17,156

法人税等合計 278,474 201,929

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187,339 △247,993

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

187,339 △247,993
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 187,339 △247,993

四半期包括利益 187,339 △247,993

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 187,339 △247,993

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

　


