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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31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 ％

2023年３月期第３四半期 50,388 6.1 5,817 △17.8 5,905 △17.7 1,868 △61.7

2022年３月期第３四半期 47,481 △2.9 7,073 △0.5 7,176 △0.5 4,884 △0.8
(注)包括利益 2023年３月期第３四半期 2,162百万円( △44.9％)2022年３月期第３四半期 3,926百万円( △37.5％)
　

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３四半期 34.11 33.96

2022年３月期第３四半期 89.17 88.78
　

　

（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 ％

2023年３月期第３四半期 57,088 43,728 75.9

2022年３月期 57,531 44,579 76.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 43,350百万円 2022年３月期 44,185百万円
　

　

　

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 － 13.00 － 37.00 50.00

2023年３月期 － 18.00 －

2023年３月期(予想) 32.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

2023年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 27円00銭 記念配当 5円00銭
配当予想の修正については、本日（2023年１月31日）公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら
せ」をご覧ください。

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３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 71,000 9.9 9,500 △5.9 9,500 △6.8 4,300 △37.8 78.49
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

連結業績予想の修正については、本日（2023年１月31日）公表しました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知
らせ」をご覧ください。

　　



※ 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) 2023年３月期３Ｑ 57,600,000株 2022年３月期 57,600,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 2,811,962株 2022年３月期 2,819,167株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 54,784,333株 2022年３月期３Ｑ 54,773,047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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
当四半期決算補足説明資料は、TDnetで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載します。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,700 33,888

受取手形、売掛金及び契約資産 10,914 9,622

棚卸資産 86 260

その他 2,472 2,268

貸倒引当金 △7 △3

流動資産合計 45,166 46,036

固定資産

有形固定資産 1,259 1,142

無形固定資産

ソフトウエア 1,894 2,147

のれん 1,169 434

その他 34 33

無形固定資産合計 3,097 2,615

投資その他の資産

投資その他の資産 8,008 7,295

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 8,007 7,294

固定資産合計 12,364 11,052

資産合計 57,531 57,088

負債の部

流動負債

買掛金 4,377 5,039

未払法人税等 1,298 660

賞与引当金 1,336 542

その他の引当金 23 27

その他 5,396 6,584

流動負債合計 12,432 12,854

固定負債

退職給付に係る負債 48 65

その他の引当金 52 52

その他 418 386

固定負債合計 519 504

負債合計 12,951 13,359

純資産の部

株主資本

資本金 1,590 1,590

資本剰余金 1,480 1,484

利益剰余金 41,402 40,257

自己株式 △792 △790

株主資本合計 43,680 42,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 512 548

為替換算調整勘定 △6 260

その他の包括利益累計額合計 505 809

新株予約権 220 215

非支配株主持分 173 162

純資産合計 44,579 43,728

負債純資産合計 57,531 57,088
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 47,481 50,388

売上原価 24,570 26,766

売上総利益 22,911 23,621

販売費及び一般管理費 15,838 17,804

営業利益 7,073 5,817

営業外収益

受取利息及び配当金 90 118

持分法による投資利益 11 -

パートナーシップ利益 3 -

その他 3 6

営業外収益合計 109 124

営業外費用

支払利息 0 1

為替差損 2 2

パートナーシップ損失 - 32

株式報酬費用消滅損 3 -

その他 0 0

営業外費用合計 6 36

経常利益 7,176 5,905

特別利益

固定資産売却益 0 -

特別利益合計 0 -

特別損失

減損損失 - 728

固定資産除却損 10 2

投資有価証券評価損 44 1,368

関係会社株式売却損 46 -

その他 - 1

特別損失合計 101 2,100

税金等調整前四半期純利益 7,075 3,804

法人税等 2,258 1,946

四半期純利益 4,817 1,858

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △66 △9

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,884 1,868
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 4,817 1,858

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △979 36

為替換算調整勘定 88 266

その他の包括利益合計 △891 303

四半期包括利益 3,926 2,162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,992 2,172

非支配株主に係る四半期包括利益 △66 △10
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31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 7,075 3,804

減価償却費 1,059 710

株式報酬費用 27 26

減損損失 - 728

のれん償却額 - 96

引当金の増減額（△は減少） △875 △777

受取利息及び受取配当金 △90 △118

支払利息 0 1

投資有価証券評価損益（△は益） 44 1,368

関係会社株式売却損益（△は益） 46 -

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 3,168 1,295

棚卸資産の増減額（△は増加） △154 △174

仕入債務の増減額（△は減少） △801 662

未払金の増減額（△は減少） △60 654

その他 △450 585

小計 8,988 8,864

利息及び配当金の受取額 93 113

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △4,639 △3,093

法人税等の還付額 - 225

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,442 6,107

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 △702 △129

無形固定資産の取得による支出 △679 △796

投資有価証券の取得による支出 △430 △590

差入保証金の回収による収入 2 771

関係会社株式の売却による収入 150 -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△603 -

その他 0 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,263 △884

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △35 △18

配当金の支払額 △2,190 △3,013

その他 26 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,199 △3,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10 2,187

現金及び現金同等物の期首残高 29,956 31,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,945 33,888
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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）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27

－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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います。なお、この変更による連結財務諸表への影響はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ネットビジネス ＩＴサービス

売上高

外部顧客への売上高 30,867 16,614 47,481 － 47,481

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 148 148 △148 －

計 30,868 16,762 47,630 △148 47,481

セグメント利益 6,091 975 7,066 6 7,073

(注) １．セグメント利益の調整額６百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用です。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ネットビジネス ＩＴサービス

売上高

外部顧客への売上高 33,602 16,785 50,388 － 50,388

セグメント間の内部売上高
又は振替高

0 159 159 △159 －

計 33,603 16,944 50,547 △159 50,388

セグメント利益 4,381 1,436 5,817 △0 5,817

(注) １．セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去及び全社費用です。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

　


