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(百万円未満四捨五入)
１．2021年12月期の業績（2021年１月１日～2021年12月31日）
（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期 2,791 9.9 476 27.4 493 26.3 349 29.6

2020年12月期 2,540 5.3 373 11.6 391 10.4 269 11.9
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年12月期 15.15 15.02 13.9 17.5 17.0

2020年12月期 11.75 11.61 11.5 14.8 14.7
(参考) 持分法投資損益 2021年12月期 －百万円 2020年12月期 －百万円
　

(注) 当社は、2020年７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。2020年12月期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定して
おります。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年12月期 2,960 2,647 89.4 114.68

2020年12月期 2,683 2,396 89.3 104.10
(参考) 自己資本 2021年12月期 2,647百万円 2020年12月期 2,395百万円
　

(注) 当社は、2020年７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。2020年12月期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産を算定しております。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年12月期 160 △9 △150 1,848

2020年12月期 207 △1 △119 1,847
　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年12月期 － 0.00 － 5.50 5.50 127 46.8 5.4

2021年12月期 － 0.00 － 6.50 6.50 150 42.9 5.9

2022年12月期(予想) － 0.00 － － － －
　

(注) 2022年12月期の配当予想額は未定でありますが、2016年12月期12月に配当性向40％以上の安定配当を継続的に
行うとの配当方針を固め、還元することとしております。

　　

３．2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）
　

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

第２四半期(累計) 1,229 △5.5 64 △67.1 64 △68.5 43 △69.2 1.88

通期 2,701 △3.2 162 △65.9 162 △67.1 111 △68.3 4.79
　

(注)（添付資料）３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

　　



※ 注記事項
（１）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
　

（２）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 23,190,000 株 2020年12月期 23,109,600 株

② 期末自己株式数 2021年12月期 109,742 株 2020年12月期 100,742 株

③ 期中平均株式数 2021年12月期 23,062,815 株 2020年12月期 22,926,904 株
　

(注)当社は、2020年７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。2020年12月期の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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
ての注意事項については、（添付資料）３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、極めて厳しい状況となりまし

た。景気の先行きは、第6波の襲来もあり感染者数が増加傾向にある等、感染拡大に歯止めがかからず、依然として不

透明な状況にあります。

当社を取り巻く環境におきましては、人手不足を背景とした合理化・省力化投資、老朽化に伴う維持・更新投資が

堅調であり、企業のＩＴ投資のペースは引き続き増加する傾向にあります。

このような経営環境のもと、当社はＳＡＰ ＥＲＰパッケージ導入のプライム（元請け案件）をより多く受注すべ

く、当社の強みである人事ソリューションを中心に営業活動を推進してまいりました。合わせて、ＦＩＳ（※）、Ｒ

ＰＡの営業も積極的に行い、受注の安定に努め、顧客基盤の拡大を図ってまいりました。

この結果、当事業年度におきましては、売上高2,790,775千円（前期比9.9％増）、営業利益475,537千円（前期比

27.4％増）、経常利益493,403千円（前期比26.3％増）、当期純利益は349,322千円（前期比29.6％増）となりまし

た。

　なお、当社はＥＲＰソリューション事業のみの単一セグメントであるため、セグメントごとの記載をしておりませ

ん。

　（※）ＦＩＳ（Function Implement Service）

ＳＡＰ導入プロジェクトにおいて業務設計、システム設計から顧客要件を分析し、ＳＡＰの実現機能の設計や

アドオン（作り込み）設計の技術支援を行う。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当事業年度末の資産は、前事業年度末に比べ277,253千円増加し、2,960,346千円となりました。これは売掛

金が235,195千円、投資有価証券が35,423千円増加したことが主な要因であります。

（負債）

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ25,949千円増加し、313,494千円となりました。これは未払法人

税等が26,595千円増加したことが主な要因であります。

（純資産）

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ251,305千円増加し、2,646,853千円となりました。これはス

トック・オプションの行使により資本金、資本準備金がそれぞれ2,853千円増加したことと、利益剰余金が当期

純利益の計上により349,322千円増加し、配当金の支払により126,549千円減少したことと、その他有価証券評

価差額金が24,576千円増加したことが主な要因であります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ668千円増加し、

1,848,030千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれら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）

当事業年度において営業活動の結果得た資金は、159,651千円（前期は206,819千円の収入）となりました。

これは主に税引前当期純利益494,599千円、売上債権の増加額235,195千円の支出要因及び、法人税等の支払額

122,436千円の支出要因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）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、8,968千円（前期は549千円の支出）となりました。こ

れは有形固定資産の取得による支出11,670千円、有形固定資産の売却による収入2,701千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）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、150,014千円（前期は118,804千円の支出）となりまし
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た。これは主に自己株式の取得による支出29,000千円、配当金の支払額126,578千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期

自己資本比率（％） 85.0 88.8 89.2 89.3 89.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

328.3 162.1 255.5 313.9 215.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― ― ― ― ―

自己資本比率 ： 自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インスタント・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー/利払い

(注) １．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しております。

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、上記いずれの期

においても有利子負債が存在しないため記載しておりません。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましても、企業のＩＴ投資は、企業の基幹システムを自社開発のシステムからＥＲＰパッケ

ージへの切替需要や、ＥＲＰパッケージのクラウド化に対するニーズの高まり等を背景に、堅調に推移するものと

思われます。

このような環境のもと、当社は引き続き人事分野のプライムに重点的に取り組み、プライムを更に拡大するとと

もに会計分野等の他分野においても顧客開拓をすすめ、併せてＦＩＳにおいて高付加価値のサービスを提供し安定

的な収益の確保を図ります。またクラウド、ビックデータの分析等の新規サービスを提供し継続的な案件の獲得を

目指します。

また、2022年３月に公表予定である「中期経営計画（2022年12月期～2026年12月期）」では、最終年度である

2026年12月期において、ＥＰＳ20円以上（2021年12月期ＥＰＳ15.15円比132％以上）及びＰＥＲ50倍以上を目標と

する予定です。中期経営計画では、段階的に売上高を35億円まで増加させるべく、また売上高及び利益成長率を向

上させＰＥＲ水準を高めるべく、①プライムの受注増を狙った自社ソリューションの開発、②採用者数の拡大、③

研修センターの立ち上げを含む教育活動の強化を骨子とし、中期経営計画初年度より必要な投資を行っていく予定

です。

このため、現時点において、次期の業績見通しにつきましては、売上高2,701,195千円、営業利益162,146千円、

経常利益162,146千円、当期純利益110,586千円を予想しております。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社の利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しいため、

会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,847,362 1,848,030

売掛金 414,588 649,783

仕掛品 23,198 7,173

前払費用 6,391 12,413

その他 1,452 2,117

流動資産合計 2,292,990 2,519,516

固定資産

有形固定資産

建物 12,788 12,788

減価償却累計額 △11,932 △12,084

建物（純額） 855 703

車両運搬具 11,440 11,670

減価償却累計額 △9,869 △3,886

車両運搬具（純額） 1,571 7,784

工具、器具及び備品 11,196 11,196

減価償却累計額 △9,370 △10,206

工具、器具及び備品（純額） 1,826 990

有形固定資産合計 4,252 9,477

無形固定資産

その他 218 218

無形固定資産合計 218 218

投資その他の資産

投資有価証券 298,654 334,077

長期前払費用 - 19,262

繰延税金資産 62,301 53,510

その他 24,677 24,287

投資その他の資産合計 385,632 431,135

固定資産合計 390,103 440,831

資産合計 2,683,093 2,960,346
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 135,760 129,288

未払金 24,940 27,672

未払法人税等 69,688 96,284

預り金 16,529 17,993

その他 37,047 38,667

流動負債合計 283,964 309,904

固定負債

資産除去債務 3,581 3,590

固定負債合計 3,581 3,590

負債合計 287,545 313,494

純資産の部

株主資本

資本金 319,988 322,841

資本剰余金

資本準備金 276,488 279,341

その他資本剰余金 － 2,639

資本剰余金合計 276,488 281,980

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,918,419 2,141,192

利益剰余金合計 1,918,419 2,141,192

自己株式 △27,423 △31,671

株主資本合計 2,487,471 2,714,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △92,135 △67,559

評価・換算差額等合計 △92,135 △67,559

新株予約権 212 71

純資産合計 2,395,548 2,646,853

負債純資産合計 2,683,093 2,960,346
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 2,539,510 2,790,775

売上原価 1,900,044 2,048,478

売上総利益 639,466 742,297

販売費及び一般管理費 266,243 266,760

営業利益 373,223 475,537

営業外収益

受取配当金 17,085 17,655

助成金収入 202 -

その他 17 212

営業外収益合計 17,304 17,866

経常利益 390,527 493,403

特別利益

固定資産売却益 - 1,196

特別利益合計 - 1,196

税引前当期純利益 390,527 494,599

法人税、住民税及び事業税 116,397 147,332

法人税等調整額 4,664 △2,055

法人税等合計 121,061 145,277

当期純利益 269,466 349,322
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金合

計

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

当期首残高 316,156 272,656 - 272,656 1,774,955 1,774,955 △27,402 2,336,364

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
3,832 3,832 3,832 7,664

剰余金の配当 △126,001 △126,001 △126,001

当期純利益 269,466 269,466 269,466

自己株式の取得 △21 △21

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 3,832 3,832 - 3,832 143,464 143,464 △21 151,107

当期末残高 319,988 276,488 - 276,488 1,918,419 1,918,419 △27,423 2,487,471

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △32,788 △32,788 705 2,304,281

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
7,664

剰余金の配当 △126,001

当期純利益 269,466

自己株式の取得 △21

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△59,347 △59,347 △494 △59,840

当期変動額合計 △59,347 △59,347 △494 91,266

当期末残高 △92,135 △92,135 212 2,395,548
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　当事業年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金合

計

その他利益剰

余金 利益剰余金合

計繰越利益剰余

金

当期首残高 319,988 276,488 - 276,488 1,918,419 1,918,419 △27,423 2,487,471

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
2,853 2,853 2,853 5,705

剰余金の配当 △126,549 △126,549 △126,549

当期純利益 349,322 349,322 349,322

自己株式の取得 △29,000 △29,000

自己株式の処分 2,639 2,639 24,752 27,391

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 2,853 2,853 2,639 5,492 222,773 222,773 △4,248 226,870

当期末残高 322,841 279,341 2,639 281,980 2,141,192 2,141,192 △31,671 2,714,341

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △92,135 △92,135 212 2,395,548

当期変動額

新株の発行（新株予

約権の行使）
5,705

剰余金の配当 △126,549

当期純利益 349,322

自己株式の取得 △29,000

自己株式の処分 27,391

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

24,576 24,576 △141 24,435

当期変動額合計 24,576 24,576 △141 251,305

当期末残高 △67,559 △67,559 71 2,646,853
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１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

税引前当期純利益 390,527 494,599

減価償却費 1,989 4,940

固定資産売却益 - △1,196

株式報酬費用 - 3,196

受取配当金 △17,085 △17,655

売上債権の増減額（△は増加） △83,882 △235,195

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,845 16,025

仕入債務の増減額（△は減少） △5,035 △6,472

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,340 1,650

その他 △1,434 4,540

小計 294,264 264,432

配当金の受取額 17,085 17,655

法人税等の支払額 △104,530 △122,436

営業活動によるキャッシュ・フロー 206,819 159,651

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 △549 △11,670

有形固定資産の売却による収入 - 2,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △549 △8,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 7,241 5,564

自己株式の取得による支出 △21 △29,000

配当金の支払額 △126,024 △126,578

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,804 △150,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,467 668

現金及び現金同等物の期首残高 1,759,895 1,847,362

現金及び現金同等物の期末残高 1,847,362 1,848,030
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（５）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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社は、ＥＲＰソリューション事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(持分法損益等)

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり純資産額 104.10円 114.68円

１株当たり当期純利益金額 11.75円 15.15円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

11.61円 15.02円

(注) １．当社は、2020年７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。前事業年度の期首に当

該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額を算定しております。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益金額(千円) 269,466 349,322

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益金額(千円) 269,466 349,322

　普通株式の期中平均株式数(株) 22,926,904 23,062,815

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額(千円） ― ―

　普通株式増加数(株) 275,313 193,993

　 (うち新株予約権(株)) (275,313) (193,993)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


