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（１）連結経営成績 （％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

当期包括利益
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 2,408 41.5 288 158.4 310 193.0 250 232.2 250 232.2 230 234.8

2021年９月期 1,702 △1.9 111 9.8 106 66.4 75 70.3 75 70.3 69 58.9

基本的１株当たり
当期利益

希薄化後
１株当たり当期利益

親会社所有者帰属持分
当期利益率

資産合計
税引前利益率

売上収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年９月期 24.23 22.73 18.5 14.4 12.0

2021年９月期 11.73 － 22.1 7.5 6.5

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

１株当たり親会社
所有者帰属持分

百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年９月期 2,965 2,125 2,125 71.7 193.58

2021年９月期 1,343 571 571 42.5 76.69

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2022年９月期 345 △248 1,184 1,809

2021年９月期 209 △486 279 500

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

親会社所有者
帰属持分配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2021年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2023年９月期（予想） － 0.00 － 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 3,219 33.7 400 39.0 389 25.4 339 36.0 339 36.0 30.91

１．2022年９月期の連結業績（2021年10月１日～2022年９月30日）

（注)2021年９月期の希薄化後１株当たり当期利益については、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

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2023年９月期の連結業績予想（2022年10月１日～2023年９月30日）



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年９月期 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 －株 2021年９月期 －株

③  期中平均株式数 2022年９月期 10,300,548株 2021年９月期 6,405,478株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年９月期 837 33.8 76 34.3 142 38.8 94 50.0

2021年９月期 625 0.8 56 △1.6 102 43.4 63 24.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2022年９月期 9.18 8.61

2021年９月期 9.84 －

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

2022年９月期 2,834 2,024 71.4 184.36

2021年９月期 1,248 615 49.3 82.67

（参考）自己資本 2022年９月期 2,024百万円 2021年９月期 615百万円

※  注記事項

（１）期中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）

（参考）個別業績の概要

2022年９月期の個別業績（2021年10月１日～2022年９月30日）

(注)2021年９月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）個別財政状態

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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。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.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、日本国内において引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が続く一

方、各種政策の効果もあって経済活動の正常化が進み、景気は緩やかに持ち直して行くことが期待されますが、世

界的な金融引締め等を背景とした海外景気の下振れが、国の景気を下押しするリスクとなっており、日本経済の先

行きは不透明な見通しとなっています。

　こうした経済環境の下、当社グループが位置する情報サービス産業の状況に関しましては、「特定サービス産業

動態統計速報2022年８月分（経済産業省）」によりますと、情報サービス業の内、「受注ソフトウェア」の2022年

８月の売上高は、前年同月比5.8％増と５か月連続の増加を記録し、また、情報サービス業の常用従業者数も前年

同月比4.0％増と2021年６月より継続して増加となっており、売上高及び従業者数共に好調に推移しております。

情報サービス業界全体がこのような推移を示す中、当社グループは、国全体でデジタルトランスフォーメーション

（以下、DX ）を伸張させているベトナムのダナン大学・工科大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」を締結

し、ベトナムで優秀な人材を育成・確保した上で、より高度な技術を必要とする業務を可能にし、クライアントの

要望に沿ったサービス提供が可能となっております。更に、ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターとの協

力覚書の締結により、セキュリティ分野でのサービス支援、人材協力、プロジェクト協力を推進し、日本のDX課題

の解決に寄与しながら当社独自の持続的な成長を図っていく体制を構築してまいりました。

　この結果、当社グループの当連結会計年度の売上収益は2,407,912千円（前年同期比41.5％増）、営業利益

287,840千円（前年同期比158.4％増）、税引前利益310,064千円（前年同期比193.0％増）、親会社の所有者に帰属

する当期利益は249,615千円（前年同期比232.2％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）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における資産、負債及び資本の状況は次のとおりであります。

　（資産）

　当連結会計年度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1,622,174千円増加し、2,965,065

千円となりました。

　流動資産は前連結会計年度末に比べ1,467,623千円増加し、2,294,099千円となりました。流動資産の増加の主な

変動要因は、現金及び現金同等物が1,308,901千円、営業債権及びその他の債権が80,706千円増加したことによる

ものです。

　非流動資産は前連結会計年度末と比較して154,551千円増加し、670,966千円になりました。非流動資産の増加の

主な変動要因は、投資有価証券177,840千円の増加によるものです。

　（負債）

　当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ67,551千円増加し、839,592千円とな

りました。

　流動負債は前連結会計年度末に比べ102,659千円増加し、527,581千円となりました。流動負債の増加の主な変動

要因は、営業債務及びその他の債務の増加70,427千円によるものです。

　非流動負債は前連結会計年度末と比較して35,108千円減少し、312,011千円になりました。非流動負債の減少の

主な変動要因は、リース負債33,792千円の減少によるものです。

　（資本）

　当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ1,554,623千円増加し、2,125,473千円となりま

した。これは主に、資本金及び資本剰余金がそれぞれ668,046千円、655,960千円増加したことによるものでありま

す。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度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

1,308,901千円増加し、1,808,962千円となりました。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。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により獲得した資金は、344,804千円となりました（前年同期は209,336千円の獲得）。これは主に、税

引前利益を310,064千円、減価償却費及び償却費を128,581千円計上したこと、及び営業債権及びその他の債権の増

加△69,421千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、247,791千円となりました（前年同期は486,016千円の使用）。これは主に、定

期預金の預入による支出33,376千円、投資有価証券の取得による支出182,639千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により獲得した資金は、1,183,913千円となりました（前年同期は279,342千円の獲得）。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。

（４）今後の見通し

　今後の国内経済状況の見込みにつきましては、コロナ渦や為替変動リスク等の影響による不透明さが残る状況で

はありますが、当社グループが提供する「ハイブリッド型サービス」が位置するマーケットは、DX等への需要増加

を背景として、今後も引き続き堅調に推移するものと考えられます。

　このような状況を踏まえ、2023年9月期における当社グループの連結業績は、売上収益3,218,694千円（前連結会

計年度比33.7％増）、営業利益400,240千円（前連結会計年度比39.0％増）、税引前利益388,963千円（前連結会計

年度比25.4％増）、当期利益339,400千円（前連結会計年度比36.0％増）といたしました。

　なお、本業績予測は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は

今後の様々な要因によって予測数値と異なる可能性があります。当社グループの業績に影響を及ぼす事象が生じた

場合には速やかに公表いたします。

（５）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主利益が 大となるような配当と、業績や事業拡大に向けた資金需要に対応するための内部留保への

適な配分を行うことを経営方針としております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性及び利便性の向上を図るため、2018年10月１日を

移行日として、2020年９月期より国際会計基準を適用しております。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2021年９月30日）

当連結会計年度
（2022年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 500,061 1,808,962

営業債権及びその他の債権 221,468 302,175

その他の金融資産 － 34,184

その他の流動資産 104,946 148,778

流動資産合計 826,476 2,294,099

非流動資産

有形固定資産 44,883 41,983

使用権資産 379,453 359,757

無形資産 20,646 20,150

投資有価証券 － 177,840

その他の金融資産 44,683 59,372

繰延税金資産 16,491 858

その他の非流動資産 10,259 11,005

非流動資産合計 516,415 670,966

資産合計 1,342,891 2,965,065

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 136,409 206,836

借入金 30,000 20,000

リース負債 89,976 102,401

その他の金融負債 41,653 42,953

未払法人所得税 23,852 33,457

引当金 5,682 6,423

その他の流動負債 97,350 115,510

流動負債合計 424,922 527,581

非流動負債

リース負債 338,416 304,624

引当金 8,702 7,387

非流動負債合計 347,119 312,011

負債合計 772,041 839,592

資本

資本金 225,297 893,343

資本剰余金 227,772 883,732

利益剰余金 61,533 311,147

その他の資本の構成要素 56,248 37,250

親会社の所有者に帰属する持分合計 570,850 2,125,473

資本合計 570,850 2,125,473

負債及び資本合計 1,342,891 2,965,065

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結財政状態計算書
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度
（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

売上収益 1,702,058 2,407,912

売上原価 △1,050,293 △1,464,260

売上総利益 651,766 943,652

販売費及び一般管理費 △562,165 △659,397

その他の収益 29,268 17,633

その他の費用 △7,491 △14,047

営業利益 111,378 287,840

金融収益 13,522 34,905

金融費用 △19,079 △12,681

税引前利益 105,821 310,064

法人所得税費用 △30,689 △60,449

当期利益 75,132 249,615

当期利益の帰属

親会社の所有者 75,132 249,615

当期利益 75,132 249,615

１株当たり当期利益

基本的１株当たり当期利益（円） 11.73 24.23

希薄化後１株当たり当期利益（円） － 22.73

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度
（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当期利益 75,132 249,615

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとし

て指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額
－ △8,595

純損益に振り替えられることのない項目合計 － △8,595

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 △6,501 △11,225

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △6,501 △11,225

税引後その他の包括利益 △6,501 △19,820

当期包括利益 68,631 229,795

当期包括利益の帰属

親会社の所有者 68,631 229,795

当期包括利益 68,631 229,795

（連結包括利益計算書）
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（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

当期利益 － － 75,132 － － － 75,132 75,132

その他の包括利益 － － － △6,501 － △6,501 △6,501 △6,501

当期包括利益合計 － － 75,132 △6,501 － △6,501 68,631 68,631

新株発行 185,297 185,297 － － － － 370,593 370,593

株式報酬取引 － － － － 23,558 23,558 23,558 23,558

新株予約権の失効 － 7,476 － － △7,476 △7,476 － －

所有者との取引額合計 185,297 192,772 － － 16,082 16,082 394,151 394,151

2021年９月30日時点の残高 225,297 227,772 61,533 396 55,852 56,248 570,850 570,850

（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

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定す
る金融資

産

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

当期利益 － － 249,615 － － － － 249,615 249,615

その他の包括利益 － － － △11,225 － △8,595 △19,820 △19,820 △19,820

当期包括利益合計 － － 249,615 △11,225 － △8,595 △19,820 229,795 229,795

新株発行 644,000 635,944 － － － － － 1,279,944 1,279,944

株式報酬取引 － 3,046 － － 15,625 － 15,625 18,671 18,671

新株予約権の行使 24,046 16,969 － － △14,819 － △14,819 26,196 26,196

その他 － － － － 16 － 16 16 16

所有者との取引額合計 668,046 655,960 － － 822 － 822 1,324,828 1,324,828

2022年９月30日時点の残高 893,343 883,732 311,147 △10,829 56,674 △8,595 37,250 2,125,473 2,125,473

（３）連結持分変動計算書

前連結会計年度（自　2020年10月１日　至　2021年９月30日）

当連結会計年度（自　2021年10月１日　至　2022年９月30日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度
（自　2021年10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

税引前利益 105,821 310,064

減価償却費及び償却費 118,937 128,581

減損損失 6,650 －

株式報酬費用 23,558 18,671

金融収益 △2,453 △89,098

金融費用 19,079 12,681

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △31,709 △69,421

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 8,254 49,985

引当金の増減額（△は減少） 1,460 741

その他 386 27,766

小計 249,982 389,970

利息及び配当金の受取額 445 916

利息の支払額 △18,891 △12,446

法人所得税の支払額 △22,199 △33,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,336 344,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △33,376

有形固定資産の取得による支出 △7,362 △26,069

無形資産の取得による支出 △11,179 △555

投資有価証券の取得による支出 － △182,639

事業譲受による支出 △471,698 －

その他 4,222 △5,151

投資活動によるキャッシュ・フロー △486,016 △247,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 △10,000

新株の発行による収入 370,593 1,267,132

リース負債の返済による支出 △81,252 △99,431

新株予約権の行使による収入 － 26,196

その他 － 16

財務活動によるキャッシュ・フロー 279,342 1,183,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,662 1,280,926

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 11,637 27,975

現金及び現金同等物の期末残高 500,061 1,808,962

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（セグメント情報等）

　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。

前連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

親会社の所有者に帰属する当期利益（千円） 75,132 249,615

親会社の普通株主に帰属しない当期利益（千円） － －

基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株

当たり当期利益の計算に使用する当期利益（千円） 75,132 249,615

加重平均普通株式数（株） 6,405,478 10,300,548

普通株式増加数

　新株予約権（株） － 680,559

希薄化後の加重平均普通株式数（株） － 10,981,107

基本的１株当たり当期利益（円） 11.73 24.23

希薄化後１株当たり当期利益（円） － 22.73

（１株当たり情報）

　基本的１株当たり当期利益及び希薄化後１株当たり当期利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）前連結会計年度における親会社の所有者に帰属する希薄化後１株当たり当期利益については、希薄化効果を有

する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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