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１．2022年12月期第２四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年６月30日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 1,241 ― 191 ― 194 ― 129 ―
2021年12月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 2022年12月期第２四半期 135百万円( ―％) 2021年12月期第２四半期 ―百万円( ―％)
　

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

2022年12月期第２四半期 90.73 87.43

2021年12月期第２四半期 ― ―
　

(注) 当社は、2021年12月期第２四半期については連結財務諸表を作成していないため、2021年12月期第２四半期の
数値及び2022年12月期第２四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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 2,009 1,092 54.4

2021年12月期 1,972 911 46.2
(参考) 自己資本 2022年12月期第２四半期 1,092百万円 2021年12月期 911百万円
　
　

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

2021年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年12月期 ― 0.00

2022年12月期(予想) ― 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
　　　

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

(％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 2,663 19.1 338 15.4 334 15.3 231 18.3 165.49
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）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
　　

（４）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) 2022年12月期２Ｑ 1,466,000株 2021年12月期 1,400,000株

② 期末自己株式数 2022年12月期２Ｑ 49株 2021年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期２Ｑ 1,431,603株 2021年12月期２Ｑ ―株
　

(注) 当社は、2021年12月期第２四半期については連結財務諸表を作成していないため、2021年12月期第２四半期の
期中平均株式数（四半期累計）については記載しておりません。

※ 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当た
っての注意事項等については、添付資料２ページ「１．（３）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２四半期連結累計期間における我が国経済は、オミクロン株の流行等により新型コロナウイルスの影響による

厳しい状況が続く中で、景気の持ち直しの動きが見えているものの、ウクライナ情勢等による原材料価格の上昇等に

より、先行きは依然として不透明な状況が続いております。一方、情報サービス産業におきましては、ビジネスモデ

ルの変革や新規ビジネスを創出するためにデジタル技術を活用するデジタルトランスフォーメーションの流れが引き

続き力強いものとなっており、企業のIT投資は全体として底堅く推移しました。

このような環境の中、当社はお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援するデジタルインテグレーターと

して、お客様のデジタルトランスフォーメーションを共に考えるコンサルティングから、必要なデジタル技術を駆使

したシステムの設計、開発、運用までの一貫したソリューションを具体的に提案することに引き続き努めました。ま

た、採用活動等のデジタル人材確保に向けた取組みを積極的に推進しました。底堅いIT活用やデジタル化需要等を背

景に、安定して事業を継続・拡大することができました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は1,241,991千円、営業利益は191,348千

円、経常利益は194,867千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は129,890千円となりました。

なお、当社グループはデジタルトランスフォーメーション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）

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて38,853千円増加し、1,862,199千円となりま

した。これは主に、納税等により現金及び預金が20,980千円減少した一方で、売上拡大により売掛金及び契約資産が

62,702千円増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,375千円減少し、147,267

千円となりました。これは主に、ソフトウエアの減価償却が進んだこと等により無形固定資産が1,186千円減少したこ

とによるものであります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べて36,477千円増加し、

2,009,467千円となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて60,067千円減少し、502,030千円となりまし

た。これは主に、納税により未払法人税等が23,041千円、未払消費税等が19,363千円減少したことによるものであり

ます。固定負債は、前連結会計年度末に比べて84,541千円減少し、415,271千円となりました。これは主に、借入金の

返済進捗に伴い長期借入金が56,598千円減少したことや、転換社債型新株予約権付社債の転換により社債が30,000千

円減少したことによるものであります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べて144,609千円減少し、

917,301千円となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて181,087千円増加し、1,092,165千円となりま

した。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が144,159千円増加したことによる

ものであります。
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（キャッシュ・フローの状況の分析）

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20,980千円減少し、1,468,514

千円となりました。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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、39,208千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益

194,867千円等の資金の増加があった一方、売上債権の増加34,781千円、法人税等の支払額86,192千円等の資金の減少

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)

投資活動によるキャッシュ・フローは、14,157千円の支出となりました。これは主に、従業員数の増加に伴うPC等

への設備投資として、有形固定資産の取得による支出13,857千円があったこと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)

財務活動によるキャッシュ・フローは、55,193千円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支

出53,309千円があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年12月期の業績予想につきましては、2022年２月14日の「2021年12月期 決算短信」で公表いたしました連結

業績予想から変更はございません。

なお、当該業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,489,494 1,468,514

売掛金 299,020 ―

売掛金及び契約資産 ― 361,723

仕掛品 13,076 7,243

原材料 1,179 1,317

その他 20,575 23,400

流動資産合計 1,823,346 1,862,199

固定資産

有形固定資産 86,333 85,884

無形固定資産 9,469 8,282

投資その他の資産 53,840 53,099

固定資産合計 149,642 147,267

資産合計 1,972,989 2,009,467
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 33,703 28,498

短期借入金 3,749 830

１年内返済予定の長期借入金 94,017 97,306

未払金 122,575 120,974

未払法人税等 94,723 71,681

賞与引当金 38,584 42,874

その他 174,745 139,864

流動負債合計 562,097 502,030

固定負債

社債 30,000 ―

長期借入金 458,889 402,291

退職給付に係る負債 4,964 6,474

その他 5,958 6,505

固定負債合計 499,812 415,271

負債合計 1,061,910 917,301

純資産の部

株主資本

資本金 392,094 407,994

資本剰余金 344,098 359,998

利益剰余金 172,669 316,828

自己株式 ― △195

株主資本合計 908,862 1,084,625

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 2,216 7,539

その他の包括利益累計額合計 2,216 7,539

純資産合計 911,078 1,092,165

負債純資産合計 1,972,989 2,009,467
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 1,241,991

売上原価 640,405

売上総利益 601,585

販売費及び一般管理費 410,237

営業利益 191,348

営業外収益

受取利息 495

助成金収入 1,181

為替差益 4,442

その他 18

営業外収益合計 6,137

営業外費用

支払利息 2,610

その他 7

営業外費用合計 2,618

経常利益 194,867

税金等調整前四半期純利益 194,867

法人税、住民税及び事業税 64,552

法人税等調整額 424

法人税等合計 64,976

四半期純利益 129,890

非支配株主に帰属する四半期純利益 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 129,890
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 129,890

その他の包括利益

為替換算調整勘定 5,323

その他の包括利益合計 5,323

四半期包括利益 135,214

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 135,214

非支配株主に係る四半期包括利益 ―
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年１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

税金等調整前四半期純利益 194,867

減価償却費 17,469

受取利息及び受取配当金 △497

支払利息 2,610

売上債権の増減額（△は増加） △34,781

棚卸資産の増減額（△は増加） △5,761

その他の資産の増減額（△は増加） △2,806

仕入債務の増減額（△は減少） △5,205

未払金の増減額（△は減少） △1,600

未払費用の増減額（△は減少） △10,410

未払消費税の増減額（△は減少） △19,363

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 771

その他の負債の増減額（△は減少） △2,281

その他 △5,497

小計 127,513

利息及び配当金の受取額 497

利息の支払額 △2,610

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △86,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,208

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 △13,857

無形固定資産の取得による支出 △300

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,157
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(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △2,919

長期借入金の返済による支出 △53,309

株式の発行による収入 1,800

自己株式の取得による支出 △195

リース債務の返済による支出 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,980

現金及び現金同等物の期首残高 1,489,494

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,468,514
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（４）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。

（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。

（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。）

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、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。これにより、一定の期

間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗

度に基づき収益を一定期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、履行義務を充足した時点で収益を認

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、当第１四半期連結会計期間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、当第１四半

期連結会計期間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。また、収益

認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契

約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,231千円減少し、売上原価は2,643千円減少し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7,588千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は

14,268千円増加しております。

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」は、当第１四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。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。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、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、四半期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）

　 当社は、デジタルトランスフォーメーション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。

　


