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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２四半期 1,051 41.5 122 326.3 132 339.0 106 436.2 106 436.2 106 －

2021年９月期第２四半期 743 △26.0 29 △73.6 30 △64.4 20 △72.8 20 △72.8 5 △92.0

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２四半期 10.98 10.46

2021年９月期第２四半期 3.67 －

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２四半期 2,753 1,994 1,994 72.4

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 － 0.00

2022年９月期（予想） － 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

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 2,274 33.6 248 122.5 252 138.1 204 170.9 204 170.9 19.76

１．2022年９月期第２四半期の連結業績（2021年10月１日～2022年３月31日）

（注）１．2022年９月期２四半期の四半期包括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２四半期の希薄化後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

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：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年９月期２Ｑ 10,979,648株 2021年９月期 5,350,000株

②  期末自己株式数 2022年９月期２Ｑ －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２Ｑ 9,617,716株 2021年９月期２Ｑ 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。
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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２四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症の第５波の沈静化を受け経済活動

正常化への期待感が見られましたが、足元ではオミクロン変異株の感染急拡大を背景にまん延防止等重点措置が一

部の都道府県で再度発出され、また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻に対する西側主要国の経済制裁に端を発し

たエネルギー・資源・穀物価格などの上昇懸念が強く、依然として不透明な状況が続いております。

　このような厳しいビジネス環境下においても、サービス業種におけるデジタルシフトの急加速や生活での多様な

場面においてデジタルトランスフォーメーション化への流れが進み、当社グループがサービスを提供するハイブリ

ッド型サービスの関連市場におけるシステム投資への需要は高まりを見せました。

　この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上収益は1,051,135千円（前年同期比41.5%増）、営業

利益121,989千円（前年同期比326.3%増）、税引前四半期利益132,384千円（前年同期比339.0%増）、親会社の所有

者に帰属する四半期利益は105,631千円（前年同期比436.2%増）となりました。

　なお、当社はハイブリッド型サービスの単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四半期連結会計期間末における資産、負債及び資本の状況は次のとおりであります。

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ1,410,185千円増

加し、2,753,075千円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が1,308,557千円、営業債権及びその他の

債権が59,906千円、その他の金融資産が54,729千円増加したことによるものです。

（負債）

　当第２四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13,228千円減少し、758,812千円

となりました。これは主に、リース負債が7,585千円、その他の金融負債が5,845千円減少したことによるもの

です。

（資本）

　当第２四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1,423,413千円増加し、

1,994,263千円となりました。これは主に、資本金が668,046千円、資本剰余金が655,851千円増加したことに

よるものです。

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会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1,308,557千円増加し、1,808,618千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下

のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四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、98,585千円となりました（前年同四半

期は18,279千円の使用）。これは主に、税引前四半期利益を132,384千円、減価償却費及び償却費を60,471千

円計上したこと、営業債権及びその他の債権の増加54,103千円があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四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、52,501千円となりました（前年同四半

期は14,010千円の使用）。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,142千円、投資有価証券の取得によ

る支出50,004千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四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、1,247,789千円となりました（前年同

四半期は332,986千円の獲得）。これは主に、新株の発行による収入1,267,132千円によるものです。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第２四半期連結会計期間の業績動向を受け、2022年９月期の連結業績予想を修正しました。詳細は、本日公表

しています「2022年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(2022年３月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 500,061 1,808,618

営業債権及びその他の債権 221,468 281,374

その他の流動資産 104,946 116,740

流動資産合計 826,476 2,206,733

非流動資産

有形固定資産 44,883 35,458

使用権資産 379,453 370,852

無形資産 20,646 19,870

その他の金融資産 44,683 99,412

繰延税金資産 16,491 10,714

その他の非流動資産 10,259 10,036

非流動資産合計 516,415 546,343

資産合計 1,342,891 2,753,075

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 136,409 140,130

借入金 30,000 30,000

リース負債 89,976 98,229

その他の金融負債 41,653 35,808

未払法人所得税 23,852 23,871

引当金 5,682 5,326

その他の流動負債 97,350 93,409

流動負債合計 424,922 426,773

非流動負債

リース負債 338,416 322,578

引当金 8,702 9,461

非流動負債合計 347,119 332,040

負債合計 772,041 758,812

資本

資本金 225,297 893,343

資本剰余金 227,772 883,623

利益剰余金 61,533 167,164

その他の資本の構成要素 56,248 50,133

親会社の所有者に帰属する持分合計 570,850 1,994,263

資本合計 570,850 1,994,263

負債及び資本合計 1,342,891 2,753,075

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２四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

売上収益 742,858 1,051,135

売上原価 △482,141 △668,291

売上総利益 260,717 382,844

販売費及び一般管理費 △244,661 △260,489

その他の収益 20,048 8,892

その他の費用 △7,488 △9,259

営業利益 28,616 121,989

金融収益 13,633 16,797

金融費用 △12,092 △6,401

税引前四半期利益 30,157 132,384

法人所得税費用 △10,456 △26,753

四半期利益 19,701 105,631

　

四半期利益の帰属

親会社の所有者 19,701 105,631

四半期利益 19,701 105,631

　

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 3.67 10.98

希薄化後１株当たり四半期利益（円） - 10.46

（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２四半期連結累計期間

（自　2020年10月１日

至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2021年10月１日

至　2022年３月31日）

四半期利益 19,701 105,631

　

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 △14,283 706

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △14,283 706

税引後その他の包括利益 △14,283 706

四半期包括利益 5,418 106,337

　

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 5,418 106,337

四半期包括利益 5,418 106,337

（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

四半期利益 － － 19,701 － － － 19,701 19,701

その他の包括利益 － － － △14,283 － △14,283 △14,283 △14,283

四半期包括利益合計 － － 19,701 △14,283 － △14,283 5,418 5,418

新株の発行 185,297 185,297 － － － － 370,593 370,593

株式報酬取引 － － － － 5,007 5,007 5,007 5,007

所有者との取引額合計 185,297 185,297 － － 5,007 5,007 375,601 375,601

2021年３月31日時点の残高 225,297 220,297 6,102 △7,386 44,778 37,392 489,087 489,087

（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 － － 105,631 － － － 105,631 105,631

その他の包括利益 － － － 706 － 706 706 706

四半期包括利益合計 － － 105,631 706 － 706 106,337 106,337

新株の発行 644,000 635,944 － － － － 1,279,944 1,279,944

株式報酬取引 － 2,937 － － 7,998 7,998 10,935 10,935

新株予約権の行使 24,046 16,969 － － △14,819 △14,819 26,196 26,196

所有者との取引額合計 668,046 655,851 － － △6,821 △6,821 1,317,076 1,317,076

2022年３月31日時点の残高 893,343 883,623 167,164 1,102 49,031 50,133 1,994,263 1,994,263

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年３月31日）

当第２四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2022年３月31日）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
至　2021年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年10月１日
至　2022年３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 30,157 132,384

減価償却費及び償却費 59,885 60,471

減損損失 6,650 －

株式報酬費用 5,007 10,935

金融収益 △1,253 △2,091

金融費用 12,092 6,401

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △73,789 △54,103

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △3,435 △3,631

引当金の増減額（△は減少） △1,505 △356

その他 △29,407 △24,774

小計 4,402 125,237

利息及び配当金の受取額 268 284

利息の支払額 △11,995 △6,287

法人所得税の支払額 △10,954 △20,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,279 98,585

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 △3,995 △3,142

無形資産の取得による支出 △8,359 －

投資有価証券の取得による支出 － △50,004

その他 △1,655 644

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,010 △52,501

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 △37,607 △45,539

新株の発行による収入 370,593 1,267,132

新株予約権の行使による収入 － 26,196

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,986 1,247,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 300,698 1,293,873

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 5,520 14,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 791,979 1,808,618

（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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