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(百万円未満四捨五入)

１．2022年９月期第１四半期の連結業績（2021年10月１日～2021年12月31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９月期第１四半期 1,313 15.8 194 △3.4 186 △8.7 126 △8.2

2021年９月期第１四半期 1,134 20.7 201 ― 204 ― 137 ―
(注)包括利益 2022年９月期第１四半期 91百万円( ―％) 2021年９月期第１四半期 △63百万円( ―％)

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９月期第１四半期 3.88 3.88

2021年９月期第１四半期 4.29 4.23

(注)当社は、2021年11月12日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行
いましたが、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、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調
整後１株当たり四半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 ％

2022年９月期第１四半期 4,395 1,934 44.0
2021年９月期 4,491 1,843 41.0
(参考) 自己資本 2022年９月期第１四半期 1,934百万円 2021年９月期 1,843百万円
　　

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９月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年９月期 ―

2022年９月期(予想) 0.00 ― 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
　　　

３．2022年９月期の連結業績予想（2021年10月１日～2022年９月30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 5,782 19.3 434 14.2 434 13.3 273 22.1 8.41
(注)１.直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

２.当社は、2021年11月12日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割
を行っております。2022年９月期の連結業務予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割の
影響を考慮しております。

　　



※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、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 ： 有

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９月期１Ｑ 32,488,400株 2021年９月期 32,488,400株

② 期末自己株式数 2022年９月期１Ｑ 236株 2021年９月期 158株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期１Ｑ 32,488,170株 2021年９月期１Ｑ 32,010,196株
　

(注)当社は、2021年11月12日開催の取締役会決議により、2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行
いましたが、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、期末発行済株式数、期末自己株式数及び
期中平均株式数を算定しております。

　

※ 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など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
などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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

①連結経営成績にかかるその他指標

売上総利益率

%

2022年９月期第１四半期 84.1

2021年９月期第１四半期 82.8

②売上区分別の概況

HENNGE One事業
プロフェッショナル・サービス及び

その他事業

百万円 百万円

2022年９月期第１四半期 1,204 109

2021年９月期第１四半期 1,008 126

前年同期比 19.5% 前年同期比 △13.7%

（注）当社グループの事業セグメントは、単一セグメントです。

③HENNGE One事業における経営指標

翌連結会計年度の収益見込みのベースとなるARR(注1)

百万円

2022年９月期第１四半期 4,859

2021年９月期第１四半期 4,102

（注）1．ARR (Annual Recurring Revenue): 対象月の月末時点における契約ユーザから獲得する、翌期以降も経常的に売上高に積み上げら

れる可能性の高い年間契約金額の総額です。当社グループでは、以下の計算式で算出しております。

期末ARR = 期末月のMRR(注2) × 12 (12倍することで年額に換算)

2．MRR (Monthly Recurring Revenue): 対象月の契約ユーザから獲得した月額利用料金の合計です。ここには一時的な売上高は含み

ません。

契約企業数 契約ユーザ数

社 人

2022年９月期第１四半期 2,000 2,170,049

2021年９月期第１四半期 1,752 1,939,517

直近12ヶ月の平均月次解約率(注)

%

2022年９月期第１四半期 0.24

2021年９月期第１四半期 0.22

（注）解約率：既存の契約金額に占める、サービス解約等に伴い減少した契約金額の割合（グロスレベニューチャーンレート）です。当社

グループの「HENNGE One」は原則年間契約ですが、ここでは月次ベースで算出しております。
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（２）財政状態に関する説明

①総資産

総資産

百万円

当第１四半期連結会計期間末 4,395

対前連結会計年度末比 △97

比較増減の主な内訳

前払費用 370

現金及び預金 △435

投資有価証券 △49

②負債

負債

百万円

当第１四半期連結会計期間末 2,461

対前連結会計年度末比 △188

比較増減の主な内訳

その他流動負債 44

賞与引当金 △105

未払法人税等 △59

③純資産

純資産

百万円

当第１四半期連結会計期間末 1,934

対前連結会計年度末比 91

比較増減の主な内訳

利益剰余金 126

その他有価証券評価差額金 △34

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年９月期の連結業績予想については、2021年11月12日に公表した内容から変更ありません。
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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９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,392,761 2,958,160

売掛金 125,905 109,277

前払費用 216,298 586,279

その他 2,463 4,142

流動資産合計 3,737,426 3,657,858

固定資産

有形固定資産 171,443 171,001

無形固定資産 1,450 1,160

投資その他の資産 580,898 564,581

固定資産合計 753,791 736,741

資産合計 4,491,217 4,394,600

負債の部

流動負債

買掛金 24,151 22,553

前受収益 1,929,328 ―

契約負債 ― 1,864,846

未払法人税等 83,300 24,332

賞与引当金 197,112 92,376

その他 314,951 359,219

流動負債合計 2,548,842 2,363,327

固定負債

資産除去債務 61,531 61,566

その他 38,016 35,948

固定負債合計 99,547 97,514

負債合計 2,648,388 2,460,841

純資産の部

株主資本

資本金 512,228 512,228

資本剰余金 477,928 477,928

利益剰余金 647,371 773,508

自己株式 △432 △649

株主資本合計 1,637,095 1,763,014

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 207,048 172,722

為替換算調整勘定 △1,314 △1,978

その他の包括利益累計額合計 205,734 170,744

純資産合計 1,842,829 1,933,758

負債純資産合計 4,491,217 4,394,600
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 1,133,935 1,313,005

売上原価 194,709 208,113

売上総利益 939,226 1,104,893

販売費及び一般管理費 738,231 910,694

営業利益 200,994 194,199

営業外収益

為替差益 130 ―

助成金収入 2,500 ―

その他 6 ―

営業外収益合計 2,637 ―

営業外費用

為替差損 ― 8,250

営業外費用合計 ― 8,250

経常利益 203,631 185,949

税金等調整前四半期純利益 203,631 185,949

法人税、住民税及び事業税 34,432 17,226

法人税等調整額 31,808 42,587

法人税等合計 66,240 59,813

四半期純利益 137,391 126,136

親会社株主に帰属する四半期純利益 137,391 126,136
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 137,391 126,136

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △199,946 △34,326

為替換算調整勘定 △412 △663

その他の包括利益合計 △200,358 △34,990

四半期包括利益 △62,967 91,146

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,967 91,146

　



HENNGE株式会社(4475) 2022年９月期 第１四半期決算短信

7

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、主な変更点と

しては、従来は検収基準により検収時に売上を計上していた契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足され

る契約については、少額もしくは期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度

に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、

当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高への影響はありま

せん。

　また、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示し

ていた「前受収益」は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法によ

り組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年3月31

日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を

分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会

計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

　なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　 当第１四半期連結累計期間（自 2021年10月１日 至 2021年12月31日)

売上区分 金額

千円

HENNGE One事業 1,204,394

プロフェッショナル・サービス及びその他事業 108,611

外部顧客への売上高 1,313,005

　


