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1. 2022年12月期第3四半期の連結業績（2022年1月1日～2022年9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3四半期 9,169 9.2 571 101.7 711 118.2 584 164.1

2021年12月期第3四半期 8,393 11.2 283 △35.9 326 △29.7 221 △37.7

（注）包括利益 2022年12月期第3四半期　　594百万円 （219.6％） 2021年12月期第3四半期　　185百万円 （△41.4％）

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3四半期 52.26 51.72

2021年12月期第3四半期 19.26 18.98

(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3四半期 9,739 3,544 35.8

2021年12月期 8,625 3,199 36.5

（参考）自己資本 2022年12月期第3四半期 3,481百万円 2021年12月期 3,144百万円

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 ― 16.00 16.00

2022年12月期 ― 0.00 ―

2022年12月期（予想） 16.00 16.00

（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 13,300 10.5 760 19.0 804 17.3 656 44.4 58.75

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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3Q 11,687,541 株 2021年12月期 11,640,235 株

② 期末自己株式数 2022年12月期3Q 500,889 株 2021年12月期 389,889 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期3Q 11,180,778 株 2021年12月期3Q 11,487,623 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

　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ございません。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あたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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

第１四半期連結会計期間の期首より、「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）

等を適用しております。この結果、前第３四半期連結累計期間と会計処理が異なっておりますが、経営成績に関す

る説明におきまして前年同四半期との比較はそのまま表記しております。

詳細は、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の

変更）」に記載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の経済は、新型コロナウィルスの影響が継続する中、世界的な半導体

不足の継続に加え、急激な円安の進行もあり、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属するIT業界におきましては、世界的な半導体不足による製品の納期遅延、製品価格の上昇など

が引き続き懸念されますが、デジタル化や省力化の推進加速などにより、積極的なIT投資を行う企業も多いことが

期待され、附随してセキュリティへの投資も堅調に推移するものと見込んでおります。一方で、IT人材の不足がよ

り顕著になるものと想定されます。

このような環境の中、当社グループは、新たな中期数値目標として設定した、2024年12月期の売上高170億円、営

業利益12億円、親会社株主に帰属する当期純利益８億円の達成に向け、技術者大幅増員のための取り組みを推進し

ております。また、海外進出の第一歩としてのタイ企業の子会社化、RevoWorksのクラウドバージョンの開発、グル

ープ内組織・事業の整理・最適化などを進めております。

当第３四半期連結累計期間におけるプロダクトの販売につきましては、主力海外プロダクトが納期遅延の影響を

受けているものの、その他代替プロダクトを含み拡販に努め、加えて自社開発プロダクトの販売が進捗し、大幅増

加を達成いたしました。サービスの販売につきましては、サポートサービスの販売が堅調に推移しておりますが、

構築・設計サービス等の販売が若干減少となりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間におけるソリューションプロダクト事業の売上高は5,645,210千円と前

年同四半期と比べ1,372,642千円(32.1％)の増収、ソリューションサービス事業の売上高は3,524,264千円と前年同

四半期と比べ597,144千円(△14.5％)の減収、連結売上高は9,169,475千円と前年同四半期と比べ775,497千円(9.2

％)の増収となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」の適用により主にソリューションサービス事業の売

上高に360,791千円の減少が生じており、仮に当該基準を適用しなかった場合の売上高は9,530,266千円と前年同四

半期と比べ1,136,288千円(13.5％)の増収となります。また、当該基準の適用に付随する取組みによる売上減少影響

額は主にソリューションサービス事業について213,827千円と試算していることから、当該基準の適用及び付随する

取組がなかったと仮定した場合の売上高は9,744,094千円であったと想定され、その場合は前年同四半期と比べ

1,350,116千円(16.1％)の増収となります。

売上総利益は、2,506,532千円と前年同四半期と比べ379,278千円(17.8％)の増益となりました。営業利益は、売

上総利益の増加が販売費及び一般管理費の増加を上回り、571,673千円と前年同四半期と比べ288,223千円(101.7％)

の増益となりました。

経常利益は、保有外貨建資産の評価による為替差益の計上などにより、711,981千円となり前年同四半期と比べ

385,726千円(118.2％)の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益を計上し、

584,377千円と前年同四半期と比べ363,090千円(164.1％)の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は9,739,146千円となり、前連結会計年度末に比べて1,113,846千円の増加

となりました。流動資産は8,518,938千円となり、前連結会計年度末に比べて1,282,363千円の増加となりました。

固定資産は1,220,208千円となり、前連結会計年度末に比べて168,517千円の減少となりました。

流動資産増加の主な要因は、未収入金が減少した一方、現金及び預金、及び棚卸資産が増加したこと等によるも

のであります。固定資産減少の主な要因は、投資有価証券の減少等によるものであります。
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（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は6,194,251千円となり、前連結会計年度末に比べて768,137千円の増

加となりました。流動負債は5,152,105千円となり、前連結会計年度末に比べて50,980千円の増加となりました。固

定負債は1,042,145千円となり、前連結会計年度末に比べて717,156千円の増加となりました。

流動負債増加の主な要因は、短期借入金が減少した一方、前受金が増加したこと等によるものであります。固定

負債増加の主な要因は、長期借入金の増加等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は3,544,895千円となり、前連結会計年度末に比べて345,708千円の増加と

なりました。主な要因は、自己株式取得に伴い自己株式が増加した一方、利益剰余金が増加したこと等によるもの

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

通期の連結業績予想につきましては、現時点では、2022年８月９日公表の修正業績予想から変更はございません。

今後、修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。
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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３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,351,896 2,318,870

受取手形及び売掛金 1,885,831 1,811,001

電子記録債権 192,585 53,033

棚卸資産 2,376,649 2,939,442

前渡金 568,623 793,000

未収入金 650,197 458,301

その他 211,462 145,873

貸倒引当金 △672 △585

流動資産合計 7,236,574 8,518,938

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 72,295 79,116

減価償却累計額 △30,226 △33,278

建物及び構築物（純額） 42,068 45,837

車両運搬具 3,076 1,337

減価償却累計額 △2,799 △1,330

車両運搬具（純額） 276 7

工具、器具及び備品 929,541 977,302

減価償却累計額 △763,037 △816,788

工具、器具及び備品（純額） 166,503 160,514

土地 639 639

有形固定資産合計 209,488 206,998

無形固定資産

のれん 68,543 50,790

ソフトウエア 96,256 64,719

ソフトウエア仮勘定 ― 4,600

その他 1,209 1,209

無形固定資産合計 166,009 121,320

投資その他の資産

投資有価証券 665,372 519,629

長期差入保証金 116,129 115,410

繰延税金資産 119,841 139,596

保険積立金 90,791 96,435

その他 21,092 20,817

投資その他の資産合計 1,013,227 891,888

固定資産合計 1,388,725 1,220,208

資産合計 8,625,300 9,739,146
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,605,773 1,214,325

短期借入金 500,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 1,830 250,160

未払金 89,648 89,227

未払費用 196,954 161,751

未払法人税等 107,196 212,095

未払消費税等 58,967 97,342

賞与引当金 2,897 90,840

役員賞与引当金 2,775 ―

前受金 2,472,648 3,010,320

その他 62,434 26,042

流動負債合計 5,101,125 5,152,105

固定負債

長期借入金 ― 690,000

退職給付に係る負債 222,713 243,580

株式給付引当金 35,676 41,966

長期未払金 66,598 66,598

固定負債合計 324,988 1,042,145

負債合計 5,426,113 6,194,251

純資産の部

株主資本

資本金 514,766 517,345

資本剰余金 287,266 289,697

利益剰余金 2,665,851 3,070,223

自己株式 △302,514 △384,091

株主資本合計 3,165,371 3,493,173

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △22,551 △33,859

繰延ヘッジ損益 1,673 22,662

その他の包括利益累計額合計 △20,877 △11,196

新株予約権 54,693 62,918

純資産合計 3,199,186 3,544,895

負債純資産合計 8,625,300 9,739,146
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 8,393,977 9,169,475

売上原価 6,266,723 6,662,942

売上総利益 2,127,253 2,506,532

販売費及び一般管理費 1,843,803 1,934,858

営業利益 283,449 571,673

営業外収益

受取利息及び配当金 102 155

為替差益 30,704 166,297

保険解約返戻金 3,653 1,421

補助金収入 3,456 2,256

受取補償金 9,595 ―

その他 2,263 1,347

営業外収益合計 49,776 171,478

営業外費用

支払利息 118 5,519

有価証券売却損 ― 24,580

支払保証料 180 292

株式交付費 210 240

顧客補償等対応費用 6,436 ―

その他 25 538

営業外費用合計 6,971 31,170

経常利益 326,255 711,981

特別利益

投資有価証券売却益 23,706 174,104

特別利益合計 23,706 174,104

税金等調整前四半期純利益 349,961 886,086

法人税、住民税及び事業税 138,213 335,998

法人税等調整額 △9,538 △34,289

法人税等合計 128,674 301,708

四半期純利益 221,286 584,377

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 221,286 584,377
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 221,286 584,377

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △38,265 △11,307

繰延ヘッジ損益 2,847 20,989

その他の包括利益合計 △35,418 9,681

四半期包括利益 185,868 594,058

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 185,868 594,058

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）

当社は、第３四半期連結累計期間において、2021年11月11日開催の取締役会決議に基づき、112,700株の自己株式

を取得いたしました。

これにより、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が82,910千円増加しております。当該自己株式の取

得等により、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が384,091千円となっております。

（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、一部取引を代

理人取引と判定し、当該取引について純額で収益を認識する方法に変更しております。

　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、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、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。なお、利益剰余

金期首残高に与える影響はありません。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高が360,791千円減少しましたが、

営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年3月31日）第28-15項に定める経過的な

取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりま

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。
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（セグメント情報等）

　当社グループの事業セグメントは、ITソリューション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。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日

至 2022年９月30日）

　ソリューションプロダクト事業 5,645,210

　ソリューションサービス事業 3,524,264

合計 9,169,475

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　




