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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３四半期 1,708 43.0 246 176.8 264 214.3 214 243.9 214 243.9 210 261.2

2021年９月期第３四半期 1,195 △15.0 89 △35.7 84 △19.5 62 △27.8 62 △27.8 58 34.5

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３四半期 21.27 20.06

2021年９月期第３四半期 10.29 －

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３四半期 2,912 2,102 2,102 72.2

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３四半期の連結業績（2021年10月１日～2022年６月30日）

（注）2021年９月期第３四半期の希薄化後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：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年９月期３Ｑ 10,979,648株 2021年９月期 7,443,748株

②  期末自己株式数 2022年９月期３Ｑ －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３Ｑ 10,071,693株 2021年９月期３Ｑ 6,055,585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。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）キャッシュ・フローの状況 ……………………………………………………………………………………… 2

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………… 4

（１）要約四半期連結財政状態計算書 ………………………………………………………………………………… 4

（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 …………………………………………… 5

（３）要約四半期連結持分変動計算書 ………………………………………………………………………………… 7

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………… 8

（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9

（会計方針の変更） ………………………………………………………………………………………………… 9

（会計上の見積りの変更） ………………………………………………………………………………………… 9

（セグメント情報） ………………………………………………………………………………………………… 9

○添付資料の目次

- 1 -

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（4260）　2022年９月期　第３四半期決算短信



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

　当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は

次のとおりであります。

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が依然として続く中 

で、ロシア・ウクライナ情勢による、サプライチェーンの停滞、原油価格の高騰など世界的な政治・経済環境の変

動により経済全般に対する中長期的な見通しについても引き続き先行き不透明な状況が続いております。

　このような情勢下においても、世界のデジタル化の進展が加速するとともに、新しい生活様式の浸透により、世

界各地の企業が新たな環境に適応した持続可能なビジネスを構築する動きがみられており、当社グループがサービ

ス提供を行うハイブリッド型サービスの関連市場の需要は好調に推移しております。また、当事業年度において中

長期的な事業の成長に向け、スタートアップの事業成長を目的として出資とエンジニアリソースの提供を行う支援

プロジェクト「Hybrid Technologies Capital」を立ち上げており、当第３四半期連結会計期間末時点で４社への

支援が確定しております。このプロジェクトの目的は、当社の資金とエンジニアリソースの提供による、支援先企

業のＤＸ推進と事業拡大の促進でありますが、これらを通じて当社グループとしての成長市場向けサービス強化と

事業領域の拡大にも同時に取り組んでまいります。

　この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上収益は1,708,043千円（前年同期比43.0％増）、営

業利益245,880千円（前年同期比176.8％増）、税引前四半期利益264,185千円（前年同期比214.3％増）、親会社の

所有者に帰属する四半期利益は214,259千円（前年同期比243.9％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３四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３四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1,568,635千円増加

し、2,911,526千円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が1,344,333千円、営業債権及びその他の債権

が57,386千円、その他の金融資産が142,984千円増加したことによるものです。

（負債）

　当第３四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37,812千円増加し、809,852千円と

なりました。これは主に、営業債務及びその他の債務が49,392千円増加し、その他の流動負債が17,089千円減少し

たことによるものです。

（資本）

　当第３四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1,530,823千円増加し、2,101,673千

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３四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1,344,333千円増加し、1,844,394千円となりました。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３四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、246,137千円となりました（前年同四半期

は96,781千円の獲得）。これは主に、税引前四半期利益を264,185千円、減価償却費及び償却費を95,625千円、金

融収益を76,619千円計上し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３四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、151,644千円となりました（前年同四半期

は482,399千円の使用）。これは主に、有形固定資産の取得による支出16,572千円、投資有価証券の取得による支

出134,310千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四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、1,219,985千円となりました（前年同四半

期は310,837千円の獲得）。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。
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（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第３四半期連結累計期間の営業利益は、2022年５月13日の「2022年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」

にて公表しました通期の連結業績予想にほぼ近く、税引前利益および当期利益は同連結業績予想を上回っておりま

すが、当第４四半期には翌期の事業成長に向けた、人材投資、販売促進活動および設備投資等を予定しており、現

時点での通期の連結業績予想に対する修正が必要であるとの判断には至っていないため、通期の連結業績予想の変

更は行いません。

　なお、現在の連結業績予想は、本四半期決算短信提出日時点における入手可能な情報に基づいて算出してありま

すが、連結業績予算の修正が必要になった場合には速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2022年６月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 500,061 1,844,394

営業債権及びその他の債権 221,468 278,855

その他の金融資産 - 132

その他の流動資産 104,946 143,139

流動資産合計 826,476 2,266,520

非流動資産

有形固定資産 44,883 43,788

使用権資産 379,453 375,106

無形資産 20,646 20,350

その他の金融資産 44,683 187,535

繰延税金資産 16,491 7,358

その他の非流動資産 10,259 10,869

非流動資産合計 516,415 645,006

資産合計 1,342,891 2,911,526

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 136,409 185,801

借入金 30,000 30,000

リース負債 89,976 104,401

その他の金融負債 41,653 41,831

未払法人所得税 23,852 28,820

引当金 5,682 11,069

その他の流動負債 97,350 80,262

流動負債合計 424,922 482,183

非流動負債

リース負債 338,416 318,820

引当金 8,702 8,850

非流動負債合計 347,119 327,670

負債合計 772,041 809,852

資本

資本金 225,297 893,343

資本剰余金 227,772 883,623

利益剰余金 61,533 275,792

その他の資本の構成要素 56,248 48,916

親会社の所有者に帰属する持分合計 570,850 2,101,673

資本合計 570,850 2,101,673

負債及び資本合計 1,342,891 2,911,526

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３四半期連結累計期間
（自　2020年10月１日

至　2021年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年10月１日

至　2022年６月30日）

売上収益 1,194,834 1,708,043

売上原価 △756,314 △1,040,433

売上総利益 438,519 667,609

販売費及び一般管理費 △370,450 △427,345

その他の収益 28,235 14,921

その他の費用 △7,490 △9,305

営業利益 88,814 245,880

金融収益 10,921 27,824

金融費用 △15,676 △9,519

税引前四半期利益 84,058 264,185

法人所得税費用 △21,757 △49,926

四半期利益 62,301 214,259

四半期利益の帰属

親会社の所有者 62,301 214,259

四半期利益 62,301 214,259

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 10.29 21.27

希薄化後１株当たり四半期利益（円） - 20.06

（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３四半期連結累計期間

（自　2020年10月１日

至　2021年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年10月１日

至　2022年６月30日）

四半期利益 62,301 214,259

　 　

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 △4,188 △4,379

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △4,188 △4,379

税引後その他の包括利益 △4,188 △4,379

四半期包括利益 58,113 209,879

　

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 58,113 209,879

四半期包括利益 58,113 209,879

（要約四半期連結包括利益計算書）

- 6 -

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ（4260）　2022年９月期　第３四半期決算短信



（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 － － 62,301 － － － 62,301 62,301

その他の包括利益 － － － △4,188 － △4,188 △4,188 △4,188

四半期包括利益合計 － － 62,301 △4,188 － △4,188 58,113 58,113

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

株式報酬取引 － － － － 10,833 10,833 10,833 10,833

所有者との取引額合計 185,297 185,297 － － 10,833 10,833 381,427 381,427

2021年６月30日時点の残高 225,297 220,297 48,701 2,709 50,603 53,313 547,607 547,607

（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 － － 214,259 － － － 214,259 214,259

その他の包括利益 － － － △4,379 － △4,379 △4,379 △4,379

四半期包括利益合計 － － 214,259 △4,379 － △4,379 209,879 209,879

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

株式報酬取引 － 2,937 － － 11,866 11,866 14,803 14,803

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 － － △2,953 △2,953 1,320,944 1,320,944

2022年６月30日時点の残高 893,343 883,623 275,792 △3,983 52,899 48,916 2,101,673 2,101,673

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年６月30日）

当第３四半期連結累計期間（自　2021年10月１日　至　2022年６月30日）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年10月１日
至　2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年10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

税引前四半期利益 84,058 264,185

減価償却費及び償却費 89,247 95,625

減損損失 6,650 －

株式報酬費用 10,833 14,803

金融収益 △1,976 △76,619

金融費用 15,676 9,519

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △55,627 △50,816

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △2,352 32,875

引当金の増減額（△は減少） △1,279 4,671

その他 △15,577 △4,329

小計 129,653 289,914

利息及び配当金の受取額 484 466

利息の支払額 △15,530 △9,337

法人所得税の支払額 △17,826 △34,907

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,781 246,137

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 △5,447 △16,572

無形資産の取得による支出 △10,082 －

投資有価証券の取得による支出 － △134,310

事業譲受による支出 △471,698 －

その他 4,828 △763

投資活動によるキャッシュ・フロー △482,399 △151,644

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 △59,756 △73,343

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 310,837 1,219,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74,781 1,314,478

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 7,668 29,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 418,648 1,844,394

（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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