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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 12,502 △2.1 2,150 △7.9 2,227 △7.7 1,514 △6.1

2022年3月期第3四半期 12,767 ― 2,334 ― 2,412 ― 1,613 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　1,532百万円 （0.5％） 2022年3月期第3四半期　　1,524百万円 （―％）

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

2023年3月期第3四半期 54.86 54.72

2022年3月期第3四半期 58.70 58.48

（注）１．「１株当たり四半期純利益」および「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」の算定上、「取締役向け株式交付信託」が保有する当社株式を期中平

　　　　　均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

　　　２．2022年３月期より「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。当該基準の適用により、売上高およ

　　　　　び利益に影響が生じるため、2022年３月期第３四半期における対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

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3四半期 19,787 16,368 82.6 590.89

2022年3月期 20,010 15,606 77.9 565.00

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 16,344百万円 2022年3月期 15,579百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00

2023年3月期 ― 0.00 ―

2023年3月期（予想） 30.00 30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）　2022年３月期配当金の内訳　普通配当25円00銭　記念配当5円00銭（創業50周年記念配当）

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 18,500 8.7 2,875 △5.2 2,941 △5.3 1,943 △8.0 70.25

（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）「１株当たり当期純利益」の算定上、「取締役向け株式交付信託」が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

　　　ます。



※ 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

　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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の

会計処理の適用）」をご覧ください。

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期3Q 29,430,000 株 2022年3月期 29,430,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 1,769,704 株 2022年3月期 1,856,204 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 27,603,126 株 2022年3月期3Q 27,477,516 株

（注）期末自己株式数および期中平均株式数の算定に当たり控除する自己株式数には、「取締役向け株式交付信託」が保有する当社株式を含めておりま

　　　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

（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等の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およ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って大きく異なる可能性があります。業績予想の前提とな

る条件およ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

当社グループは2021年度から2023年度を対象とした中期経営計画を策定し、経営基盤の強化、収益性の向上、Ｅ

ＳＧ経営の進化の３つを柱に、「お客様に寄り添うチカラ」で持続的成長の実現を目指し、計画の達成に向け事業

活動を推進しております。

当第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～2022年12月31日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス

感染症対策や各種行動制限の緩和により、景気は穏やかに持ち直しの動きが見られます。一方、世界的な資源価格

や物価の高騰、円安の影響など、先行き見通しは依然として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国内ＩＴサービス業界では、「非接触」や「非対面」を実現するデジタル化のニーズが

引き続き高く、ＡＩやブロックチェーンなど、デジタル技術を活用したビジネスプロセスやビジネスモデルの変革

を行うＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を中心に企業の投資意欲は引き続き高い状態にあります。その

一方で、一部の業種や企業では、先行き不透明な景況感の中でＩＴ投資の抑制や先送りの可能性があり、企業の投

資計画の見直しについて注視しております。

営業活動においては、金融機関を中心に、当社の主力である延滞債権管理システムの安定的な受注に加え、業務

の非対面化を実現する個人ローン業務支援システム「ＳＣＯＰＥ」とローンＷｅｂ受付システム「ＷＥＬＣＯＭ

Ｅ」を組み合わせた販売および機能追加も引き続き安定的に推移しました。これらのシステムは、申込用紙の削減

や契約書類も電子化することで環境への配慮を実現しつつ、審査に費やす時間の短縮に貢献しております。また、

延滞債権督促業務を無人化した「ロボティックコール」の販売が好調で、大手金融機関にも新規導入されるなど、

利用が広がっています。その結果、受注高は12,300百万円（前年同期比102.9％）、受注残は14,853百万円（前年同

期比108.3％）と前年同期を上回りました。損益面では、前連結会計年度の期首から適用された収益認識会計基準等

により前年同期に計上した売上・利益増の影響が当四半期連結累計期間ではなくなったことや為替の円安傾向の影

響を受けております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は12,502百万円（前年同期比97.9％）、営業利益は

2,150百万円（前年同期比92.1％）、経常利益は2,227百万円（前年同期比92.3％）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は1,514百万円（前年同期比93.9％）と減収減益となりました。

なお、報告セグメント別の経営成績は次のとおりです。

（システム開発・販売）

基幹事業である金融機関向けのソフト開発、インフラ設備の更改、延滞債権督促業務を無人化した「ロボティッ

クコール」の導入などにより販売は安定的に推移しております。一方、マルチ決済端末「ｉＲＩＴＳｐａｙ決済タ

ーミナル」は部品不足による入荷の遅れで販売が第４四半期以降にずれ込みました。その結果、受注高は7,718百万

円（前年同期比95.4％）、売上高は6,747百万円（前年同期比90.7％）、セグメント利益は1,131百万円（前年同期

比92.2％）となりました。

（リカーリング）

安定収益源である保守サービスに加え、公共分野向けＢＰＯ（業務受託）サービスにおいて政令市・中核市を中

心に、既存契約先からの追加受注に加え、新規受託先の売上が計上されるなど引き続き堅調に推移しております。

その結果、受注高は4,581百万円（前年同期比118.8％）、売上高は5,754百万円（前年同期比108.0％）、セグメン

ト利益は1,019百万円（前年同期比92.0％）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は19,787百万円となり、前連結会計年度末に比べて223百万円減少いたしま

した。流動資産は15,867百万円となり、396百万円減少いたしました。主な原因は、有価証券が600百万円、棚卸資

産が136百万円増加しましたが、現金及び預金が887百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が285百万円減少したこ

となどです。固定資産は3,920百万円となり、173百万円増加いたしました。主な原因は有形固定資産が117百万円増

加したことなどです。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は3,419百万円となり、前連結会計年度末に比べて984百万円減少いたし

ました。流動負債は3,170百万円となり、1,003百万円減少いたしました。主な原因は、未払法人税等が395百万円、

賞与引当金が307百万円、その他が233百万円減少したことなどです。固定負債は248百万円となり、19百万円増加い

たしました。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は16,368百万円となり、前連結会計年度末に比べて761百万円増加いたしま

した。主な原因は、剰余金の配当の支払いにより831百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益の

計上により1,514百万円増加したことなどです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の77.9％から82.6％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

現時点での当連結会計年度（2023年３月期）の業績見通しにつきましては、2022年５月12日に発表いたしました

連結業績予想に変更はございません。

なお、業績予想は公表時点で入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、

実際の業績は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があるほか、予想事態についても今後変更となる可

能性があります。
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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
(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 3,635,748 2,747,758

受取手形、売掛金及び契約資産 2,589,925 2,304,538

有価証券 9,099,782 9,699,816

棚卸資産 671,614 808,420

その他 266,964 306,908

流動資産合計 16,264,036 15,867,441

固定資産

有形固定資産 619,687 736,874

無形固定資産

のれん 115,717 75,112

その他 472,188 486,317

無形固定資産合計 587,905 561,429

投資その他の資産

投資有価証券 1,784,683 1,804,195

繰延税金資産 180,668 203,102

その他 573,553 614,423

投資その他の資産合計 2,538,905 2,621,721

固定資産合計 3,746,498 3,920,025

資産合計 20,010,535 19,787,466
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(単位：千円)

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)

負債の部

流動負債

買掛金 947,003 855,484

未払法人税等 684,661 289,301

賞与引当金 530,643 223,243

契約負債 808,087 831,842

その他 1,204,042 970,571

流動負債合計 4,174,438 3,170,444

固定負債

退職給付に係る負債 201,675 203,654

株式給付引当金 15,540 33,300

その他 11,951 11,951

固定負債合計 229,166 248,905

負債合計 4,403,605 3,419,350

純資産の部

株主資本

資本金 1,124,669 1,124,669

資本剰余金 1,359,266 1,364,508

利益剰余金 13,943,432 14,626,326

自己株式 △1,270,459 △1,211,388

株主資本合計 15,156,908 15,904,115

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 423,869 451,296

繰延ヘッジ損益 - △10,364

退職給付に係る調整累計額 △1,715 △806

その他の包括利益累計額合計 422,154 440,125

新株予約権 27,867 23,875

純資産合計 15,606,930 16,368,116

負債純資産合計 20,010,535 19,787,466
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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 12,767,300 12,502,107

売上原価 8,214,388 7,786,733

売上総利益 4,552,912 4,715,374

販売費及び一般管理費 2,218,097 2,564,679

営業利益 2,334,814 2,150,694

営業外収益

受取利息 2,313 2,601

受取配当金 50,805 56,315

投資有価証券売却益 - 2,561

関係会社株式売却益 1,306 -

為替差益 - 1,892

持分法による投資利益 9,380 13,188

雑収入 38,077 18,634

営業外収益合計 101,884 95,193

営業外費用

投資有価証券売却損 - 2,125

支払手数料 4,999 2,892

雑損失 18,917 13,163

その他 253 -

営業外費用合計 24,170 18,181

経常利益 2,412,528 2,227,707

特別利益

新株予約権戻入益 3,550 5,362

特別利益合計 3,550 5,362

税金等調整前四半期純利益 2,416,078 2,233,069

法人税等 804,312 718,871

四半期純利益 1,611,766 1,514,197

非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1,284 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,613,051 1,514,197
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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 1,611,766 1,514,197

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △88,255 27,374

繰延ヘッジ損益 △96 △10,364

退職給付に係る調整額 1,299 908

持分法適用会社に対する持分相当額 45 52

その他の包括利益合計 △87,006 17,971

四半期包括利益 1,524,760 1,532,169

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,526,044 1,532,169

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,284 -
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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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

（1）報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、製品・サービスのビジネス特性を基礎としたセグメントから構成されており、「システム開

発・販売」、「リカーリング」の２つを報告セグメントとしております。

（2）各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「システム開発・販売」は、主にシステム機器販売、ソフトウエアやシステムインフラ基盤に関する設計・開発

から導入・設置までの一貫したサービスを提供しております。

「リカーリング」は、主にソフトウエア保守、ハードウエアの保守・運用、クラウド、ＢＰＯサービスを提供し

ております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

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)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額システム

開発・販売
リカーリング 計

売上高

外部顧客への売上高 7,440,775 5,326,525 12,767,300 － 12,767,300

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,873 2,080 4,953 △4,953 －

計 7,443,649 5,328,605 12,772,254 △4,953 12,767,300

セグメント利益 1,226,545 1,108,269 2,334,814 － 2,334,814

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)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額システム

開発・販売
リカーリング 計

売上高

外部顧客への売上高 6,747,620 5,754,487 12,502,107 － 12,502,107

セグメント間の内部売上高
又は振替高

5,633 2,135 7,768 △7,768 －

計 6,753,253 5,756,622 12,509,875 △7,768 12,502,107

セグメント利益 1,131,158 1,019,536 2,150,694 － 2,150,694

　


