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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 ％

2022年９月期第１四半期 502 45.0 49 － 50 － 42 － 42 － 44 467.4

2021年９月期第１四半期 346 △30.6 1 △98.6 △4 － △5 － △5 － 8 △68.2

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

2022年９月期第１四半期 4.99 4.94

2021年９月期第１四半期 △0.99 －

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 ％

2022年９月期第１四半期 2,621 1,832 1,832 69.9

2021年９月期 1,343 571 571 42.5

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

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,225 30.7 201 80.1 190 79.4 167 122.2 167 122.2 16.45

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）

（注）１．2022年９月期第１四半期の営業利益の対前年同期増減率は、1,000%を超えるため、「－」と記載しています。
　　　２．2021年９月期第１四半期の希薄化後１株当たり四半期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存
　　　　　在しないため記載しておりません。

（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

　　　現時点において2022年９月期の配当予想額は未定です。

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）

（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） 2022年９月期１Ｑ 10,758,148株 2021年９月期 5,350,000株

②  期末自己株式数 2022年９月期１Ｑ －株 2021年９月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期１Ｑ 8,334,844株 2021年９月期１Ｑ 5,350,000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

　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.当四半期決算に関する定性的情報（４）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１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染者数の減少を受けて緊急事態宣言が

2021年９月末に解除となり、経済活動の再開に伴う景気回復への期待が強まっておりましたが、新型変異株である

オミクロン株の世界的感染拡大が続き、国内においても今後、第６波の再拡大の懸念が生じ先行きは依然不透明な

状況が続いております。

　こうした事業環境において、当社グループがサービスを提供するハイブリッド型サービス関連市場においては、

企業のＩＴ投資意欲は限定的ながらも、コロナ禍での新しい戦略的で厳選されたＩＴ需要や働き方改革・人手不足

への対応や自動化・効率化・省力化等システム投資への需要の高まりが見られました。このような状況の中、当社

グループは2021年12月23日に東京証券取引所へ新規株式公開を果たし、主力事業分野であるストック型サービス事

業の受注活動の促進を図り、受注件数、受注単価及び品質の向上に努めてまいりました。

　この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上収益は502,145千円（前年同期比45.0％増）、営業

利益48,567千円（前年同期は、846千円の営業利益）、税引前四半期利益50,357千円（前年同期は、4,418千円の税

引前四半期損失）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は41,603千円（前年同期は、5,275千円の親会社の所有

者に帰属する四半期損失）となりました。

　なお、当社グループはハイブリッド型サービスの単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略して

おります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,278,061千円増加し、2,620,952千

円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が1,287,133千円、その他の流動資産が13,873千円増加した一

方で、営業債権及びその他の債権が15,309千円減少したことによるものです。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ16,800千円増加し、788,840千円と

なりました。これは主に、営業債務及びその他の債務が70,756千円、その他の金融負債が7,978千円増加したこと

によるものです。

（資本）

　当第１四半期連結会計期間末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ1,261,262千円増加し、1,832,112千

円となりました。これは主に、資本金が619,896千円、資本剰余金が602,887千円増加したことによるものでありま

す。

（３）キャッシュ・フローの概況

　当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、前連結会計年度

末より1,287,133千円増加し、1,787,194千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそ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）

　当第１四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、108,887千円となりました（前年同期は

16,579千円の獲得）。これは主に、税引前四半期利益を50,357千円、減価償却費及び償却費を29,807千円計上した

こと、及び営業債務及びその他の債務の増加73,504千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）

　当第１四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、1,989千円となりました（前年同期は4,268

千円の使用）。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,190千円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）

　当第１四半期連結累計期間において財務活動により獲得した資金は、1,175,448千円となりました（前年同期は

18,449千円の使用）。これは主に、新株の発行による収入1,175,892千円によるものであります。
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（４）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23日の「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」にて公表いたしました

通期の連結業績予想から変更はありません。

　なお、現在の連結業績予想は、本四半期決算短信提出日時点における入手可能な情報に基づいて算出しておりま

すが、連結業績予想の修正が必要になった場合には速やかに公表いたします。
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（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

流動資産

現金及び現金同等物 500,061 1,787,194

営業債権及びその他の債権 221,468 206,159

その他の流動資産 104,946 118,819

流動資産合計 826,476 2,112,173

非流動資産

有形固定資産 44,883 40,640

使用権資産 379,453 376,786

無形資産 20,646 20,032

その他の金融資産 44,683 46,476

繰延税金資産 16,491 14,809

その他の非流動資産 10,259 10,036

非流動資産合計 516,415 508,779

資産合計 1,342,891 2,620,952

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 136,409 207,164

借入金 30,000 30,000

リース負債 89,976 92,315

その他の金融負債 41,653 49,630

未払法人所得税 23,852 6,887

引当金 5,682 5,584

その他の流動負債 97,350 54,801

流動負債合計 424,922 446,381

非流動負債

リース負債 338,416 333,479

引当金 8,702 8,980

非流動負債合計 347,119 342,459

負債合計 772,041 788,840

資本

資本金 225,297 845,193

資本剰余金 227,772 830,659

利益剰余金 61,533 103,135

その他の資本の構成要素 56,248 53,124

親会社の所有者に帰属する持分合計 570,850 1,832,112

資本合計 570,850 1,832,112

負債及び資本合計 1,342,891 2,620,952

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）

売上収益 346,275 502,145

売上原価 △239,461 △323,778

売上総利益 106,814 178,367

販売費及び一般管理費 △115,438 △128,187

その他の収益 16,955 7,571

その他の費用 △7,484 △9,183

営業利益 846 48,567

金融収益 2,215 5,045

金融費用 △7,480 △3,255

税引前四半期利益（△は損失） △4,418 50,357

法人所得税費用 △857 △8,754

四半期利益（△は損失） △5,275 41,603

四半期利益の帰属

親会社の所有者 △5,275 41,603

四半期利益（△は損失） △5,275 41,603

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（△は損失）（円） △0.99 4.99

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － 4.94

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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（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）

四半期利益（△は損失） △5,275 41,603

その他の包括利益

純損益に振り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 13,024 2,369

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 13,024 2,369

税引後その他の包括利益 13,024 2,369

四半期包括利益 7,749 43,971

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 7,749 43,971

四半期包括利益 7,749 43,971

（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

合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

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

新株
予約権

合計

2020年10月１日時点の残高 40,000 35,000 △13,599 6,897 39,770 46,667 108,068 108,068

四半期損失（△） － － △5,275 － － － △5,275 △5,275

その他の包括利益 － － － 13,024 － 13,024 13,024 13,024

四半期包括利益合計 － － △5,275 13,024 － 13,024 7,749 7,749

株式報酬取引 － － － － 1,914 1,914 1,914 1,914

所有者との取引額合計 － － － － 1,914 1,914 1,914 1,914

2020年12月31日時点の残高 40,000 35,000 △18,875 19,922 41,685 61,606 117,731 117,731

（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

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

新株
予約権

合計

2021年10月１日時点の残高 225,297 227,772 61,533 396 55,852 56,248 570,850 570,850

四半期利益 － － 41,603 － － － 41,603 41,603

その他の包括利益 － － － 2,369 － 2,369 2,369 2,369

四半期包括利益合計 － － 41,603 2,369 － 2,369 43,971 43,971

新株の発行 598,000 590,420 － － － － 1,188,420 1,188,420

株式報酬取引 － － － － 6,973 6,973 6,973 6,973

新株予約権の行使 21,896 12,466 － － △12,466 △12,466 21,896 21,896

所有者との取引額合計 619,896 602,887 － － △5,493 △5,493 1,217,290 1,217,290

2021年12月31日時点の残高 845,193 830,659 103,135 2,765 50,360 53,124 1,832,112 1,832,112

（３）要約四半期連結持分変動計算書

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）
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（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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失） △4,418 50,357

減価償却費及び償却費 30,639 29,807

減損損失 6,650 －

株式報酬費用 1,914 6,973

金融収益 △589 △1,104

金融費用 7,480 3,255

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 7,917 13,996

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 26,800 73,504

引当金の増減額（△は減少） △395 △98

その他 △41,137 △41,204

小計 34,861 135,488

利息及び配当金の受取額 103 271

利息の支払額 △7,431 △3,199

法人所得税の支払額 △10,954 △23,673

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,579 108,887

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 △831 △2,190

無形資産の取得による支出 △4,456 －

その他 1,019 201

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,268 △1,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出 △18,449 △22,340

新株の発行による収入 － 1,175,892

新株予約権の行使による収入 － 21,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,449 1,175,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,138 1,282,346

現金及び現金同等物の期首残高 485,761 500,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,317 4,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 476,306 1,787,194

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

　当社グループは、単一セグメントのため、記載を省略しております。
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