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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 ％

2021年６月期第３四半期 1,948 10.3 324 － 322 － 220 －

2020年６月期第３四半期 1,765 △4.4 △0 － △1 － △2 －

（注）包括利益 2021年６月期第３四半期 220百万円（－％） 2020年６月期第３四半期 △3百万円（－％）

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

2021年６月期第３四半期 92.36 91.24

2020年６月期第３四半期 △1.20 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 1,896 1,141 59.2

2020年６月期 1,613 933 56.7

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 1,123百万円 2020年６月期 914百万円

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

2020年６月期 － 0.00 － 5.00 5.00

2021年６月期 － 0.00 －

 2021年６月期（予想） 10.00 10.00

（％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 2,550 △4.6 250 400.0 250 416.3 175 472.5 73.25

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（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

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６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） 2021年６月期３Ｑ 2,466,000株 2020年６月期 2,466,000株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 77,000株 2020年６月期 77,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 2,389,000株 2020年６月期３Ｑ 2,389,000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

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：有

（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        ：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

④  修正再表示                                  ：無

（４）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、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については、（添付資料）２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

   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、企業活動や個人消

費が制限され、経済活動は大きく減退しました。景気回復は極めて限定的であり、依然として先行き不透明な状況

が続いております。

  当社グループを取り巻く環境におきましては、新型コロナウィルス感染症の影響により、企業の情報システム投

資に対する慎重姿勢は継続しているものの、生産性向上や業務効率化を目的としたシステムの更新需要は底堅く推

移しております。さらに、IoT,クラウド、RPA、Fintech等の先端技術を活用した新しいビジネスの進展が期待され

ています。

  かかる状況の下、当社グループは準大手及び中堅企業のERP及びAI等の最新デジタル技術の導入短縮化と業務品

質向上を支援する標準ソリューションモデルを提供開始しました。営業活動においては、中堅成長企業のためのDX

フォーラムを開催するなど、新型コロナウィルス感染症防止に対応し、Webセミナーやオンライン個別相談会など

を積極的に推進して参りました。これらの活動をもとに、2020年のアジア太平洋地域におけるパートナー・パッケ

ージ・ソリューションの提供において、最高位の実績を上げたことが評価され、「SAP APJ Partner　Excellence 

Award2021　for Partner Package Solution」を受賞しました。

  このような結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上は概ね計画通りに推移し、売上高

19億48百万円（前年同期比10.3％増）となりました。利益につきましては、販売管理費が減少したこと等により営

業利益３億24百万円（前年同期は０百万円の損失）、経常利益３億22百万円（前年同期は１百万円の損失）、親会

社株主に帰属する四半期純利益２億20百万円（前年同期は２百万円の損失）となりました。

　なお、当社グループはＥＲＰ導入関連事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略しており

ます。

（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総資産は、前連結会計年度末と比較して、２億83百万円増加して18億96百

万円となりました。主な内訳は、現金及び預金９億93百万円、売掛金３億２百万円、固定資産２億86百万円であり

ます。

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して、74百万円増加して７億54百万円と

なりました。主な内訳は、買掛金73百万円、未払金31百万円、未払法人税等90百万円であります。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して、２億８百万円増加して11億41百

万円となりました。主な内訳は、利益剰余金７億96百万円であり、自己資本比率は59.2％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

  2021年6月期連結業績予想につきましては、2021年２月10日に公表しました業績予想に変更はございません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 307,386 993,598

売掛金 799,360 302,567

仕掛品 53,157 105,642

前払費用 136,934 193,751

未収入金 13,115 11,195

その他 2,303 3,100

流動資産合計 1,312,257 1,609,855

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 40,585 37,899

車両運搬具（純額） 13,198 9,901

工具、器具及び備品（純額） 19,262 15,611

土地 19,003 19,003

有形固定資産合計 92,048 82,416

無形固定資産

ソフトウエア 13,745 10,546

その他 1,909 1,410

無形固定資産合計 15,655 11,957

投資その他の資産

投資有価証券 1,158 1,703

関係会社株式 20,956 20,956

繰延税金資産 63,131 63,131

差入保証金 91,946 90,772

その他 20,577 15,888

貸倒引当金 △4,387 －

投資その他の資産合計 193,382 192,451

固定資産合計 301,087 286,825

資産合計 1,613,344 1,896,681

負債の部

流動負債

買掛金 117,780 73,765

未払金 60,467 31,227

未払費用 1,331 7,051

未払法人税等 11,789 90,761

賞与引当金 9,652 71,753

前受金 198,691 192,046

未払消費税等 56,719 54,290

その他 18,572 8,776

流動負債合計 475,005 529,673

固定負債

退職給付に係る負債 188,454 210,878

長期未払金 16,869 14,145

固定負債合計 205,324 225,024

負債合計 680,329 754,697

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

- 3 -

2021年6月期　第3四半期決算短信[日本基準]（連結）



（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 255,250 255,250

資本剰余金 94,202 94,202

利益剰余金 587,573 796,267

自己株式 △22,223 △22,223

株主資本合計 914,802 1,123,496

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △427 △152

その他の包括利益累計額合計 △427 △152

新株予約権 18,640 18,640

純資産合計 933,015 1,141,983

負債純資産合計 1,613,344 1,896,681
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 1,765,873 1,948,533

売上原価 1,323,042 1,260,489

売上総利益 442,830 688,043

販売費及び一般管理費 442,859 364,016

営業利益又は営業損失（△） △28 324,027

営業外収益

受取利息 11 6

未払配当金除斥益 129 109

為替差益 － 134

受取手数料 348 －

その他 144 12

営業外収益合計 633 263

営業外費用

支払利息 407 636

為替差損 261 －

コミットメントフィー 977 1,356

営業外費用合計 1,646 1,992

経常利益又は経常損失（△） △1,042 322,298

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,042 322,298

法人税等 1,833 101,659

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,875 220,638

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△2,875 220,638

（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）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,875 220,638

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △666 274

その他の包括利益合計 △666 274

四半期包括利益 △3,541 220,913

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,541 220,913

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

該当事項はありません。

（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　2019年７月１日　　至　2020年３月31日）

当社グループは、ＥＲＰ導入関連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。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　　至　2021年３月31日）

当社グループは、ＥＲＰ導入関連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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