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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 362 － 21 － 20 － 18 －

2022年３月期第１四半期 － － － － － － － －
　

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

2023年３月期第１四半期 3.89 3.81

2022年３月期第１四半期 － －
　

（注）１．当社は、2022年３月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、2022年３月期第１四

半期の数値及び対前年同四半期増減率並びに2023年第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しており

ません。
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 1,295 947 73.1

2022年３月期 1,297 925 71.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 947百万円 2022年３月期 925百万円

　

　

　

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

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年３月期 －

2023年３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

３．2023年３月期の業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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

通期 1,470 11.9 35 57.5 32 44.9 19 27.3 4.20

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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
　

　

（３）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) 2023年３月期１Ｑ 4,690,200株 2022年３月期 4,688,700株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ －株 2022年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 4,689,574株 2022年３月期１Ｑ 4,439,400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

（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予想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、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１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界規模での新型コロナウイルス感染拡大の影響により経済活動が

長期にわたり停滞し、ワクチン接種の促進もあり、一旦は新規感染者数は減少傾向となりましたが、新たな変異株に

よる感染再拡大の進行等、依然として予断を許さない状況が続いております。また、新型コロナウイルスの感染拡大

は、取引先の研究費やマーケティング予算の縮小など、当社事業にも少なからず影響を及ぼしておりますが、当社の

主力サービスは、クラウド上で提供する商品・サービスへの使用料を受け取るビジネスモデルであり、継続的な収入

が見込まれるストック型の収益構造を持っておりますので、安定的な収益を確保しております。

このような中、当社は「データと知恵で未来をつくる」とのパーパスのもと、大企業でなければ活用できなかった

ビッグデータを、専門家のいない中堅・中小企業や個人でも活用ができ、あらゆる業種や地域が、その恩恵を受けら

れるような社会にするために、購買ビッグデータ活用のフィールドをあらゆる分野へ広げるべく事業を展開しており

ます。

当第１四半期におきましては、引き続き持続的な事業成長を確固たるものにするため、ストック型売上の消費財メ

ーカー向け主力サービスである「イーグルアイ」「ドルフィンアイ」の拡販に注力し、小売り企業向けサービスであ

る「ショッピングスキャン」に関しましても、新規取引先の開拓を進めております。

以上の結果、当第１四半期累計期間における当社の売上高は362,014千円、営業利益は21,359千円、経常利益は

20,267千円、四半期純利益は18,266千円となりました。

なお、当社は、データマーケティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

（２）財政状態に関する説明

(資産の部)

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ1,679千円減少し1,295,775千円となりまし

た。流動資産は、売上代金の回収により売掛金が減少し、993,302千円と前事業年度末に比べ23,587千円減少しまし

た。固定資産は、主にソフトウエアの減価償却が進んだことにより無形固定資産は減少しましたが、投資有価証券

が増加したことにより、295,638千円と前事業年度末に比べ22,615千円増加しました。繰延資産は、株式交付費の償

却が進み、6,834千円と前事業年度末に比べ706千円減少しました。

(負債の部)

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ23,682千円減少し348,402千円となりました。

流動負債は、契約負債等が増加した一方、法人税や消費税等の納付等により未払法人税等及び未払消費税等が減少

し、289,158千円と前事業年度末に比べ16,101千円減少しました。固定負債は、主に「オンプレミスからクラウドへ

の構造転換」の推進による新基幹システム開発に要した長期借入金の返済が進み、59,243千円と前事業年度末に比

べ7,581千円減少しました。

(純資産の部)

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ22,003千円増加し947,373千円となりまし

た。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が18,266千円増加したことによるものです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年５月13日の「2022年３月期 決算短信」で公表いたしました業績

予想の数値から変更はありません。

なお、今後業績予想に修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 847,376 841,515

売掛金 152,086 133,103

前払費用 15,929 17,407

その他 1,496 1,275

流動資産合計 1,016,890 993,302

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 9,567 9,187

工具、器具及び備品（純額） 6,035 6,788

有形固定資産合計 15,602 15,976

無形固定資産

ソフトウエア 143,199 122,613

ソフトウエア仮勘定 22,082 28,756

その他 343 343

無形固定資産合計 165,625 151,713

投資その他の資産

投資有価証券 38,564 74,631

出資金 25,000 25,000

繰延税金資産 13,848 13,947

その他 14,383 14,369

投資その他の資産合計 91,795 127,948

固定資産合計 273,023 295,638

繰延資産

株式交付費 7,541 6,834

繰延資産合計 7,541 6,834

資産合計 1,297,455 1,295,775
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 57,983 52,099

１年内返済予定の長期借入金 30,360 30,360

未払金 26,029 16,554

未払費用 11,188 13,803

未払法人税等 23,864 6,914

未払消費税等 30,611 19,226

契約負債 88,790 115,834

賞与引当金 17,000 10,999

その他 19,433 23,366

流動負債合計 305,260 289,158

固定負債

長期借入金 63,110 55,520

資産除去債務 3,714 3,723

固定負債合計 66,824 59,243

負債合計 372,085 348,402

純資産の部

株主資本

資本金 1,346,369 1,346,631

資本剰余金 185,859 186,121

利益剰余金 △606,857 △588,591

株主資本合計 925,370 944,161

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － 3,211

評価・換算差額等合計 － 3,211

純資産合計 925,370 947,373

負債純資産合計 1,297,455 1,295,775
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 362,014

売上原価 165,101

売上総利益 196,913

販売費及び一般管理費 175,553

営業利益 21,359

営業外収益

受取利息 0

雑収入 195

営業外収益合計 195

営業外費用

支払利息 81

為替差損 499

株式交付費償却 706

営業外費用合計 1,287

経常利益 20,267

税引前四半期純利益 20,267

法人税、住民税及び事業税 3,518

法人税等調整額 △1,516

法人税等合計 2,001

四半期純利益 18,266
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（３）四半期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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、データマーケティング事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


