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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 ％

2023年３月期第２四半期 8,028 10.4 1,482 33.3 1,532 39.0 929 56.7

2022年３月期第２四半期 7,274 7.8 1,112 81.6 1,102 74.8 592 61.8

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 1,146百万円（93.3％） 2022年３月期第２四半期 592百万円（61.8％）

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２四半期 21.90 －

2022年３月期第２四半期 14.27 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年３月期第２四半期 13,658 10,386 76.0 245.92

2022年３月期 14,656 10,302 70.3 242.92

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 10,386百万円 2022年３月期 10,302百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 26.00 26.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期（予想） － 15.00 15.00

（％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 17,200 9.9 3,180 15.2 3,180 15.0 2,000 20.2 47.25

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（注）１．当社は、2022年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しておりま
す。

２．2022年３月期及び2023年３月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、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

（注）当社は、2022年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．当社は、2022年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、2022年３月期について
は当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2023年３月期
（予想）の１株当たりの年間配当金は30円であります。

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）

（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） 2023年３月期２Ｑ 46,308,600株 2022年３月期 46,308,600株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 4,071,394株 2022年３月期 3,897,394株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 42,422,098株 2022年３月期２Ｑ 41,543,412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）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

（注）詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）１．期末自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託

（J-ESOP）制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が所有している当社株式

及び業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有してい

る当社株式を含めております。

２．当社は、2022年４月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており

ます。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己

株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※  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

本資料に掲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、実際の業績は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。今後の見通し及び前提条件に関しましては、添付書類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

　わが国の経済は緩やかに持ち直しています。先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められ

る中、各種政策の効果もあり景気が持ち直していくことが期待されます。ただし、世界的に金融引締めが続く中で

海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、供給面での制約、金融資

本市場の変動等の影響に十分な注意が必要です。

　このような環境の中、当社グループは、「コンサルティング」と「投資」を事業の軸とし、グループ各社のシナ

ジーにより、幅広い産業・企業の価値創造、社会課題を解決する新たな市場の創出を行っております。コンサルテ

ィング事業においては、企業のトランスフォーメーションを推進するための『３つの変革（マネジメント・トラン

スフォーメーション、デジタル・トランスフォーメーション、サービス・トランスフォーメーション）』の実現に

向けたサービス提供を目指し、事業戦略立案、業務変革、組織変革、デジタルテクノロジーやクラウドソリューシ

ョンの活用、プロジェクトマネジメント、新規事業開発、企業間連携の推進等の価値創造に取り組んでいます。投

資事業においては、複数の産業を横断した「リジェネラティブ＆ウェルビーイング」領域を中心に投資活動を推進

しております。

　当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、8,028,773千円（前年同期比10.4％増）となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては対面活動の正常化に伴う諸経費と採用費の増加により、2,466,341千円

（前年同期比17.5％増）となりました。

　売上高の増加により、売上総利益は737,117千円増の3,948,804千円（前年同期比23.0％増）、営業利益は370,047

千円増の1,482,463千円（前年同期比33.3％増）、経常利益は429,954千円増の1,532,411千円（前年同期比39.0％

増）となりました。

　法人税等合計は、603,271千円（前年同期比18.4％増）となりました。

　税金等調整前四半期純利益は1,532,411千円（前年同期比39.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益につき

ましては、929,139千円（前年同期比56.7％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

（コンサルティング事業）

　コンサルティング事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高8,060,098千円（前年同期比12.1％増）、セ

グメント利益2,465,854千円（前年同期比30.9％増）となりました。流通業、商社、通信業、金融業、製造業を中

心とした顧客へのデジタル・トランスフォーメーション戦略策定、新規事業やサービス開発、組織と人財の活性化

など企業のトランスフォーメーションを支援するプロジェクトが事業を牽引しました。

　人財採用につきましては、当第２四半期連結累計期間において経験者35名、新卒36名が入社しました。新卒社員

の研修はリモートワーク環境と対面を組み合わせたハイブリッド型で順調に完了し、10月から稼働を開始しまし

た。2022年９月末時点のコンサルタント数は521名となっております。プロジェクト満足度は94ポイントと高い水

準を維持しています。

（投資事業）

　新規投資等の活動を本格化した投資事業においては、５月に、国内間伐材を利用した地産地消型木質バイオマス

発電等の再生可能エネルギー事業を展開しているフォレストエナジー株式会社に約２億円を出資しました。９月に

投資先の株式会社eWeLLと株式会社プログリットが東京証券取引所グロース市場に上場し、９月末時点の累計投資

残高は評価差額を含め約22億円となりました。

　投資事業の当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高18,706千円（前年同期比89.3％減）、セグメント損失

148,230千円（前年同期はセグメント利益73,614千円）となりました。
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（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における総資産は13,658,607千円（前連結会計年度末比998,315千円減）となりま

した。主な要因は、現金及び預金の減少（前連結会計年度末比1,115,701千円減）、受取手形、売掛金及び契約資

産の減少（前連結会計年度末比221,076千円減）、営業投資有価証券の増加（前連結会計年度末比443,833千円増）

であります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債は3,271,646千円（前連結会計年度末比1,082,721千円減）となりまし

た。主な要因は、未払金の減少（前連結会計年度末比634,833千円減）、未払法人税等の減少（前連結会計年度末

比465,837千円減）であります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は10,386,960千円（前連結会計年度末比84,406千円増）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、配当金の支払い591,152千円（前連結会計年度同四

半期453,813千円）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

　連結業績予想につきましては、2022年５月９日の「2022年３月期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績

予想に変更はありません。
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(単位：千円)

     
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,721,528 6,605,826

受取手形、売掛金及び契約資産 2,017,936 1,796,860

有価証券 99,899 99,963

営業投資有価証券 1,817,532 2,261,366

その他 505,057 456,000

貸倒引当金 △14,520 △14,520

流動資産合計 12,147,433 11,205,497

固定資産

有形固定資産 285,825 273,701

無形固定資産

ソフトウエア 241,524 461,600

ソフトウエア仮勘定 254,544 27,852

その他 8,242 7,673

無形固定資産合計 504,311 497,126

投資その他の資産

投資有価証券 851,962 905,365

繰延税金資産 323,337 148,440

その他 544,051 628,476

投資その他の資産合計 1,719,351 1,682,281

固定資産合計 2,509,489 2,453,110

資産合計 14,656,922 13,658,607

負債の部

流動負債

買掛金 185,756 156,313

未払金 1,176,042 541,209

未払法人税等 944,399 478,562

株式給付引当金 242,975 404,751

その他 215,360 236,373

流動負債合計 2,764,533 1,817,210

固定負債

リース債務 10,304 8,065

株式給付引当金 354,834 126,592

役員株式給付引当金 1,134,524 1,106,107

資産除去債務 86,444 86,444

その他 3,726 127,226

固定負債合計 1,589,834 1,454,435

負債合計 4,354,368 3,271,646

純資産の部

株主資本

資本金 4,626,881 3,000,000

資本剰余金 3,147,012 4,784,470

利益剰余金 5,149,207 5,487,195

自己株式 △2,628,990 △3,110,035

株主資本合計 10,294,111 10,161,630

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,442 225,330

その他の包括利益累計額合計 8,442 225,330

純資産合計 10,302,554 10,386,960

負債純資産合計 14,656,922 13,658,607

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
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     (単位：千円)

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 7,274,497 8,028,773

売上原価 4,062,810 4,079,968

売上総利益 3,211,687 3,948,804

販売費及び一般管理費 2,099,271 2,466,341

営業利益 1,112,415 1,482,463

営業外収益

受取利息 1,950 1,999

持分法による投資利益 3,470 -

為替差益 2,191 9,040

講演料等収入 - 30,915

雑収入 3,874 15,321

営業外収益合計 11,487 57,276

営業外費用

支払利息 1,282 89

自己株式取得費用 - 2,399

株式交付費 19,748 -

控除対象外消費税等 - 4,838

雑損失 415 -

営業外費用合計 21,446 7,328

経常利益 1,102,456 1,532,411

税金等調整前四半期純利益 1,102,456 1,532,411

法人税、住民税及び事業税 435,812 508,464

法人税等調整額 73,665 94,806

法人税等合計 509,477 603,271

四半期純利益 592,978 929,139

親会社株主に帰属する四半期純利益 592,978 929,139

（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）
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(単位：千円)

     

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 592,978 929,139

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 216,887

その他の包括利益合計 － 216,887

四半期包括利益 592,978 1,146,027

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 592,978 1,146,027

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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(単位：千円)

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９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 1,102,456 1,532,411

減価償却費 93,938 98,017

株式交付費 16,770 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,520 －

株式給付引当金の増減額（△は減少） 173,966 173,578

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 209,007 66,337

受取利息及び受取配当金 △1,950 △1,999

支払利息 1,282 89

為替差損益（△は益） △2,191 △9,040

持分法による投資損益（△は益） △3,470 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △246,595 △184,629

売上債権の増減額（△は増加） △119,221 221,076

前払費用の増減額（△は増加） 43,583 158,210

仕入債務の増減額（△は減少） 36,505 △29,442

未払金の増減額（△は減少） △101,549 △605,665

その他 65,491 10,154

小計 1,282,542 1,429,099

利息及び配当金の受取額 2,346 2,106

利息の支払額 △1,282 △89

法人税等の支払額 △334,305 △842,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 949,301 588,910

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 △1,177 △54,086

無形固定資産の取得による支出 △68,042 △42,013

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △100,000

投資有価証券の償還による収入 300,254 100,000

その他の支出 △43,018 △31,560

その他の収入 1,065 8,408

投資活動によるキャッシュ・フロー 89,081 △119,250

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 △2,971 △2,734

短期借入金の増減額（△は減少） △1,600,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △74 △999,565

株式の発行による収入 3,539,979 －

配当金の支払額 △455,021 △592,101

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,181,912 △1,594,401

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,191 9,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,222,487 △1,115,701

現金及び現金同等物の期首残高 5,275,769 7,721,528

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,498,257 6,605,826

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年４月22日

取締役会決議
普通株式 453,813 22 2021年３月31日 2021年６月７日 利益剰余金

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月９日

取締役会決議
普通株式 591,152 26 2022年３月31日 2022年６月６日 利益剰余金

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

(注）配当金の総額には株式給付信託(J-ESOP)制度及び業績連動型株式報酬制度において、信託口が保有する株

式に対する配当金35,951千円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2021年５月10日付で、伊藤忠商事株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第２四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ1,778,375千円増加し、当第２四半期連

結会計期間末において資本金が4,626,881千円、資本準備金が2,876,881千円となっております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

１．配当金支払額

(注）配当金の総額には株式給付信託(J-ESOP)制度及び業績連動型株式報酬制度において、信託口が保有する株

式に対する配当金39,807千円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

　2022年６月24日開催の第14期定時株主総会決議に基づき無償減資を行い、2022年７月29日を効力発生日とし

て資本金1,626,881千円及び資本準備金1,626,881千円をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金に振替えており

ます。これを主な要因として、当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,000,000千円、資本準備金が

1,250,000千円、その他資本剰余金が3,534,470千円となっております。

（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の適用）

　「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

ることといたしました。当該会計方針の変更による影響は軽微であります。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
（注）２コンサルティング

事業
投資事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,140,728 133,768 7,274,497 － 7,274,497

セグメント間の内部

売上高又は振替高
52,146 41,550 93,696 △93,696 －

計 7,192,875 175,318 7,368,193 △93,696 7,274,497

セグメント利益 1,883,888 73,614 1,957,503 △845,087 1,112,415

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
（注）２コンサルティング

事業
投資事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 8,022,127 6,646 8,028,773 － 8,028,773

セグメント間の内部

売上高又は振替高
37,971 12,060 50,031 △50,031 －

計 8,060,098 18,706 8,078,804 △50,031 8,028,773

セグメント利益又は

損失（△）
2,465,854 △148,230 2,317,624 △835,160 1,482,463

（セグメント情報）

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  2021年４月１日  至  2021年９月30日）

　　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

（注）１．セグメント利益の調整額は全社費用等△843,567千円及びセグメント間取引消去△1,520千円によるもの

であります。

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おります。

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  2022年４月１日  至  2022年９月30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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は全社費用等△839,540千円及びセグメント間取引消去4,380千

円によるものであります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループの報告セグメントは、従来、「コンサルティング事業」以外に重要なセグメントがなかったた

め、セグメント情報の記載を省略しておりましたが、重要性が増加したことに伴い、前第３四半期連結会計期

間より「投資事業」を新たに報告セグメントに追加し、「コンサルティング事業」及び「投資事業」の２区分

に変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したも

のを開示しております。
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