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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年６月期 382 47.0 25 － 26 － 29 －

2021年６月期 260 △38.0 △64 － △62 － △62 －

（注）包括利益 2022年６月期 31百万円 （－％） 2021年６月期 △60百万円 （－％）

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 ％ ％ ％

2022年６月期 5.27 5.27 5.4 4.7 6.7

2021年６月期 △11.31 － △12.1 △11.1 △24.8

（参考）持分法投資損益 2022年６月期 －百万円 2021年６月期 －百万円

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

2022年６月期 599 568 94.8 102.53

2021年６月期 544 506 93.1 92.15

（参考）自己資本 2022年６月期 568百万円 2021年６月期 506百万円

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

2022年６月期 16 △4 3 470

2021年６月期 △6 △5 43 451

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）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 ％ ％

2021年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2023年６月期（予想） － 0.00 － 0.00 0.00 －

１．2022年６月期の連結業績（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）2021年６月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純

      損失であるため記載しておりません。

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況



（％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 512 33.9 81 216.6 81 203.9 66 127.5 11.91

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年６月期 5,544,752株 2021年６月期 5,498,625株
②  期末自己株式数 2022年６月期 －株 2021年６月期 －株
③  期中平均株式数 2022年６月期 5,507,613株 2021年６月期 5,497,388株

（１）個別経営成績 （％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 ％

2022年６月期 382 47.0 26 － 25 － 28 －

2021年６月期 260 △38.0 △65 － △64 － △63 －

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

円 銭 円 銭

2022年６月期 5.12 5.12

2021年６月期 △11.59 －

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

2022年６月期 595 559 94.0 100.95

2021年６月期 546 501 91.8 91.22

（参考）自己資本 2022年６月期 559百万円 2021年６月期 501百万円

３．2023年６月期の連結業績予想（2022年７月１日～2023年６月30日）

※  注記事項
（１）期中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

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（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：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
(注)詳細は、添付資料９ページ「３．連結財務諸表及び主な注記（５）連結財務諸表に関する注記事項 (会計方針
の変更)」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要
１．2022年６月期の個別業績（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）2021年６月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純
      損失であるため記載しておりません。

（２）個別財政状態

※  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
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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
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前連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

当連結会計年度
（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

前期実績比
増減率

売上高 260,356千円 382,688千円 47.0％

　うち、受託開発収入 114,990千円 197,221千円 71.5％

　うち、ライセンス収入 145,366千円 185,466千円 27.6％

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当社グループは、「Make Things Intelligent」をミッションに掲げ、画像認識ソフトウェアの開発を行ってお

ります。

　当社グループが属する画像認識ソフトウェア業界におきましては、あおり運転や高齢運転者による交通事故が社

会課題となる中、自動車向け先進運転支援システム（ADAS）、ドライバー監視システム（DMS）の普及や自動運転

技術の実用化に向けて、自動車関連企業各社がこれらの取り組みを強化しております。また、社会的なデジタルト

ランスフォーメーション（DX）の推進が加速しており、少子高齢化や人口減少といった労働力の課題をAIにより解

決する取り組みも様々な分野で多数行われております。

　こうした環境の中で、当社グループは、量産案件を中心とした新規案件の獲得及びディープラーニングをはじめ

とした画像認識技術の研究開発を積極的に進め、当社ライセンス製品の量産台数は累計で160万台を突破しまし

た。また、主力事業であるモビリティ事業に加え、スマートインフラ事業、DX（AI-OCR）事業へとサービス分野を

広げ、事業の拡大を図ってまいりました。

　これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高382,688千円（前連結会計年度比47.0％増）、営業利益

25,677千円（前連結会計年度は営業損失64,442千円）、経常利益26,753千円（前連結会計年度は経常損失62,549千

円）、親会社株主に帰属する当期純利益29,023千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失62,150千

円）となりました。

　売上高の収入形態別の内訳は、以下のとおりであります。

　受託開発収入に関しては、前連結会計年度は新型コロナウイルスの影響で、顧客の先行開発予算が縮小されてお

りましたが、当連結会計年度は、足元の受注が回復傾向に転じて、197,221千円（前連結会計年度比71.5％増）と

なりました。また、ライセンス収入に関しては、前期に引き続き顧客メーカーのドライブレコーダーの販売が好調

に推移していることと、新車向け車載カメラ案件の量産が開始されたことから、185,466千円（同27.6％増）とな

りました。

　なお、当社グループは「画像認識ソフトウェア開発事業」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）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末における流動資産は550,296千円（前連結会計年度末比42,035千円増）となりました。これは

主に、法人税等の還付等によりその他が9,464千円減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上によ

り現金及び預金が18,727千円増加したこと及び受注の回復により売掛金及び契約資産が22,297千円増加したことに

よるものであります。

　また、固定資産は49,163千円（同12,899千円増）となりました。これは主に、減価償却費により有形固定資産が

5,405千円減少したものの、繰延税金資産が5,095千円増加したこと及び譲渡制限付株式の発行に伴い長期前払費用

が12,590千円増加したことによるものであります。

　以上の結果、資産合計は599,459千円（同54,934千円増）となりました。

（負債）

　当連結会計年度末における流動負債は30,966千円（前連結会計年度末比6,877千円減）となりました。これは主

に、未払法人税等が5,872千円及び未払消費税等が15,319千円増加したものの、前受収益が24,166千円減少したこ

とによるものであります。

　以上の結果、負債合計は30,966千円（同6,877千円減）となりました。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は568,493千円（前連結会計年度末比61,812千円増）となりました。これは主

に、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が29,023千円増加したこと及び譲渡制限付株式の発

行に伴い資本金及び資本剰余金がそれぞれ13,151千円増加したことによるものであります。
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2022年６月期実績 2023年６月期予想
前期実績比

増減率

売上高 382,688千円 512,524千円 33.9％

　うち、受託開発収入 197,221千円 266,890千円 35.3％

　うち、ライセンス収入 185,466千円 245,634千円 32.4％

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ18,727千

円増加し、470,602千円となりました。なお、当該増加には、現金及び現金同等物に係る為替変動による影響3,370

千円が含まれております。

　当連結会計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）

　営業活動の結果得られた資金は16,359千円（前連結会計年度は6,238千円の支出）となりました。これは主に、

売上債権の増加22,297千円及び前受収益の減少24,166千円による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純

利益の計上26,753千円、減価償却費の計上7,947千円、未払消費税等の増加15,319千円及び消費税等の還付額5,556

千円による資金の増加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）

　投資活動の結果使用した資金は4,607千円（前連結会計年度比21.0％減）となりました。これは、有形固定資産

の取得による支出2,269千円及び無形固定資産の取得による支出2,338千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）

　財務活動の結果得られた資金は3,606千円（前連結会計年度比91.6％減）となりました。これは、新株予約権

（ストックオプション）の行使に伴う株式の発行による収入3,606千円によるものであります。

（４）今後の見通し

　新型コロナウイルスの感染状況や半導体不足等により、国内外の経済は依然として不透明な中ではあるものの、

当社グループの主たる事業領域であるモビリティ市場におきましては、高齢化に伴う安全運転と事故防止への意識

向上に伴い、先進運転支援システム（ADAS）やドライバー監視システム（DMS）への注目が高まっております。ま

た、現在、世界中の自動車メーカーやIT企業が自動運転車の開発を加速させており、今後も当社グループのターゲ

ット市場は持続的に拡大していくものと予測しております。

　当社グループとしては、長期的な事業拡大を視野に、ディープラーニングをはじめとした画像認識技術の研究開

発を一層促進させ、新規案件の獲得及び複数案件の量産実績の積み上げを図ってまいります。また、スマートイン

フラやDXの分野においても、当社技術の導入メリットが高いことから、これらの事業拡張も並行して進めてまいり

ます。

　以上から、2023年６月期の連結業績予想としては、売上高512,524千円（2022年６月期に比べ33.9％増）、営業

利益81,290千円（2022年6月期に比べ216.6％増）、経常利益81,290千円（2022年6月期に比べ203.9％増）、親会社

株主に帰属する当期純利益66,032千円（2022年6月期に比べ127.5％増）を見込んでおります。

　売上高の収入形態別の内訳は、以下のとおりであります。

　受託開発収入に関しては、特にモビリティ事業における足元の需要の高さから、大型案件を複数受注することを

想定して、増収を見込んでおります。ライセンス収入に関しても、大手自動車メーカーの新車向け車載カメラ案件

の量産が本格化する予定であることから、増収を見込んでおります。

　なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものでありますが、今後業績に影響

を与える要因等が発生した場合には業績予想の修正を公表する可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループでは、国内の企業間での比較可能性を考慮し、会計基準については日本基準を適用しています。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2021年６月30日）

当連結会計年度
（2022年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 451,874 470,602

売掛金 35,563 －

売掛金及び契約資産 － 57,860

仕掛品 5,835 60

前払費用 5,522 21,772

その他 9,464 －

流動資産合計 508,261 550,296

固定資産

有形固定資産

建物 11,809 11,809

減価償却累計額 △9,374 △10,087

建物（純額） 2,434 1,722

工具、器具及び備品 39,964 43,144

減価償却累計額 △26,148 △34,020

工具、器具及び備品（純額） 13,816 9,124

有形固定資産合計 16,251 10,846

無形固定資産

ソフトウエア － 2,065

無形固定資産合計 － 2,065

投資その他の資産

敷金及び保証金 18,929 17,483

長期前払費用 1,082 13,673

繰延税金資産 － 5,095

投資その他の資産合計 20,012 36,251

固定資産合計 36,263 49,163

資産合計 544,524 599,459

負債の部

流動負債

未払金 5,399 6,494

未払法人税等 － 5,872

未払消費税等 － 15,319

前受収益 24,166 －

その他 8,277 3,279

流動負債合計 37,843 30,966

負債合計 37,843 30,966

純資産の部

株主資本

資本金 270,440 285,394

資本剰余金 254,130 269,084

利益剰余金 △18,158 10,865

株主資本合計 506,411 565,344

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 269 3,149

その他の包括利益累計額合計 269 3,149

純資産合計 506,680 568,493

負債純資産合計 544,524 599,459

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2021年７月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 260,356 382,688

売上原価 77,677 109,644

売上総利益 182,678 273,043

販売費及び一般管理費 247,121 247,366

営業利益又は営業損失（△） △64,442 25,677

営業外収益

受取利息 16 36

助成金収入 1,052 －

為替差益 574 1,697

雑収入 249 258

営業外収益合計 1,893 1,993

営業外費用

貸倒損失 － 917

営業外費用合計 － 917

経常利益又は経常損失（△） △62,549 26,753

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△62,549 26,753

法人税、住民税及び事業税 398 2,825

法人税等還付税額 △3,972 －

法人税等調整額 3,174 △5,095

法人税等合計 △399 △2,269

当期純利益又は当期純損失（△） △62,150 29,023

親会社株主に帰属する当期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失（△）
△62,150 29,023

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2021年７月１日
　至　2022年６月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） △62,150 29,023

その他の包括利益

為替換算調整勘定 1,484 2,880

その他の包括利益合計 1,484 2,880

包括利益 △60,666 31,903

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △60,666 31,903

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 248,880 232,570 43,992 525,442 △1,214 △1,214 524,227

当期変動額

新株の発行 21,560 21,560 43,120 43,120

親会社株主に帰属する当
期純損失（△）

△62,150 △62,150 △62,150

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,484 1,484 1,484

当期変動額合計 21,560 21,560 △62,150 △19,030 1,484 1,484 △17,546

当期末残高 270,440 254,130 △18,158 506,411 269 269 506,680

（単位：千円）

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 270,440 254,130 △18,158 506,411 269 269 506,680

当期変動額

新株の発行 14,954 14,954 29,908 29,908

親会社株主に帰属する当
期純利益

29,023 29,023 29,023

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

2,880 2,880 2,880

当期変動額合計 14,954 14,954 29,023 58,932 2,880 2,880 61,812

当期末残高 285,394 269,084 10,865 565,344 3,149 3,149 568,493

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

当連結会計年度（自　2021年７月１日　至　2022年６月30日）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2021年７月１日
　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
△62,549 26,753

減価償却費 13,364 7,947

敷金償却 3,208 733

受取利息 △16 △36

助成金収入 △1,052 －

貸倒損失 － 917

為替差損益（△は益） 174 △489

売上債権の増減額（△は増加） 65,178 △22,297

棚卸資産の増減額（△は増加） △4,759 5,775

未払金の増減額（△は減少） △4,798 1,094

前受収益の増減額（△は減少） 21,939 △24,166

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,587 15,319

その他 △11,505 △4,382

小計 3,596 7,167

利息の受取額 16 36

助成金の受取額 1,052 －

法人税等の支払額 △10,904 －

法人税等の還付額 － 3,597

消費税等の還付額 － 5,556

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,238 16,359

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 △5,830 △2,269

無形固定資産の取得による支出 － △2,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,830 △4,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 43,120 3,606

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,120 3,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,309 3,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,361 18,727

現金及び現金同等物の期首残高 419,513 451,874

現金及び現金同等物の期末残高 451,874 470,602

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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）

（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。）等を当連結会計年度の期首から適用し、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。

　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、当連結会計年度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、当連結会計年度の

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、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もあり

ません。

　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、「流動資産」に表示してい

た「売掛金」を当連結会計年度より「売掛金及び契約資産」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。

（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。）等を当連結会計年度の期首から適用し、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しております。なお、連結財務諸表に与える影響はありま

せん。

（セグメント情報等）

当社グループは、「画像認識ソフトウェア開発事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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前連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

当連結会計年度
（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

１株当たり純資産額 92.15円 102.53円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損

失（△）
△11.31円 5.27円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 5.27円

前連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

当連結会計年度
（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損

失（△）

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純損失（△）（千円）
△62,150 29,023

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

（△）（千円）

△62,150 29,023

普通株式の期中平均株式数（株） 5,497,388 5,507,613

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 2,268

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の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ －

（１株当たり情報）

　（注）１．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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