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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30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 ％

2021年12月期第２四半期 12,507 5.4 2,238 10.2 2,227 10.7 1,426 6.2

2020年12月期第２四半期 11,871 0.6 2,031 25.0 2,011 21.4 1,343 28.0
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 1,646百万円( 23.1％) 2020年12月期第２四半期 1,337百万円( 30.9％)
　

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12月期第２四半期 45.73 －

2020年12月期第２四半期 43.10 －
　

　

（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 ％

2021年12月期第２四半期 23,548 15,667 65.4

2020年12月期 22,242 14,480 64.2
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 15,392百万円 2020年12月期 14,272百万円

　

　

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

2020年12月期 － 10.43 － 14.62 25.05

2021年12月期 － 12.32

2021年12月期(予想) － 12.32 24.64

(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12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 22,056 1.8 2,472 △14.1 2,462 △13.3 1,536 △1.6 49.27
(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 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料９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」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) 2021年12月期２Ｑ 32,076,000株 2020年12月期 32,076,000株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 883,991株 2020年12月期 897,851株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 31,184,089株 2020年12月期２Ｑ 31,166,761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
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．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２四半期連結累計期間の業績は、売上高が125億７百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は22億38百万円

（同10.2％増）となりました。

　経常利益は、為替差損等の営業外費用の発生はありましたが、22億27百万円（同10.7％増）となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益も、特別損失の計上（減損損失等）があったものの、14億26百万円（同6.2％増）となり、

いずれも増益となりました。

各セグメントの経営成績は、次のとおりです。

（CAEソリューションサービス事業）

売上高103億46百万円（前年同期比6.5％増）、セグメント利益26億69百万円（同6.0％増）となりました。

国内は、主力製品であるマルチフィジックス解析ツール及び光学系解析ツールについて、新規ライセンス販売は

低調に推移しましたが、保守契約の更新は堅調に推移しました。また、エンジニアリングサービスは、機械・精密

機器業界からの大型受注を獲得するなど、好調に推移しました。

海外については、販売子会社はマルチフィジックス解析ツール及び光学系解析ツール等の販売が好調に推移しま

した。開発子会社はSTEM※コンピューティング・プラットフォーム、公差解析マネジメントツール、最適設計支援

ツール等の自社開発ソフトウェアの販売と技術サポートサービスが、売上高・セグメント利益に寄与しておりま

す。

　 ※STEM：Science、Technology、Engineering、and Mathmatics (科学、技術、工学、数学)という総合的な分野の総称。

（ITソリューションサービス事業）

売上高21億60百万円（前年同期比0.2％増）、セグメント利益３億33百万円（同72.2％増）となりました。

エンドポイントセキュリティ製品の販売が低調であった一方で、顧客における在宅勤務(テレワーク)等の新しい働

き方の定着・浸透に伴い、クラウド環境向けセキュリティソリューションの販売伸長が続いております。

（２）財政状態に関する説明

　 ①財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は235億48百万円となりました（前連結会計年度末比13億６百万円増加）。

流動資産は214億62百万円と、前連結会計年度末比12億57百万円増加しました。受取手形及び売掛金や現金及び預

金等が増加しました。固定資産は20億86百万円と、前連結会計年度末比48百万円増加しました。経営システム基盤

強化のための無形資産の取得等が、主な要因です。

負債合計は78億81百万円となりました（前連結会計年度末比１億18百万円増加）。流動負債は66億29百万円と、

前連結会計年度末比１億40百万円増加しました。買掛金、未払法人税等が増加した一方で、未払金・未払費用が減

少しました。固定負債は12億52百万円と、前連結会計年度末比21百万円減少しました。

純資産合計は156億67百万円と、前連結会計年度末比11億87百万円増加しました。主として、四半期純利益の計上

に伴う利益剰余金の増加によるものです。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の64.2％から65.4％へとさらに改善しました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は113億96百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億

58百万円増加しました。当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりで

す。

営業活動によるキャッシュ・フローは７億46百万円のプラスとなりました（前年同四半期は10億39百万円のプラ

ス）。税金等調整前四半期純利益を計上する一方で、業績堅調を反映して売上債権等の運転資本が増加しておりま

す。

投資活動によるキャッシュ・フローは６億９百万円のプラスとなりました（前年同四半期は６億67百万円のプラ

ス）。経営システム基盤強化のための無形資産の取得による支出等を行う一方で、親会社への貸付金の回収による
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収入を得ております。

財務活動によるキャッシュ・フローは４億68百万円のマイナスとなりました（前年同四半期は４億16百万円のマ

イナス）。配当金の支払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

　当社は、Synopsys,Inc.との光学設計解析ソフトウェアの販売代理店契約を、2021年10月１日を以って終了する

こととなりました。これに伴い2021年６月25日開催の取締役会において、2021年２月10日に公表した連結業績予想

及び配当予想を修正しております。
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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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,418,783 6,074,448

受取手形及び売掛金 4,440,137 5,623,695

有価証券 6,000,000 5,500,000

商品及び製品 13,104 11,561

仕掛品 35,458 8,669

原材料及び貯蔵品 11,371 10,206

短期貸付金 4,469,679 3,319,891

その他 820,459 919,512

貸倒引当金 △3,610 △5,417

流動資産合計 20,205,384 21,462,566

固定資産

有形固定資産 387,259 388,164

無形固定資産

その他 718,535 824,168

無形固定資産合計 718,535 824,168

投資その他の資産

投資有価証券 1,697 1,965

その他 1,076,375 1,024,817

貸倒引当金 △146,311 △152,691

投資その他の資産合計 931,760 874,091

固定資産合計 2,037,555 2,086,424

資産合計 22,242,939 23,548,991
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,482,682 2,036,598

未払法人税等 406,964 625,246

賞与引当金 651,513 335,552

役員賞与引当金 61,564 27,498

助成金返還引当金 439,186 455,305

事業整理損失引当金 － 11,885

前受金 2,006,944 2,157,763

その他 1,439,889 979,314

流動負債合計 6,488,745 6,629,165

固定負債

退職給付に係る負債 1,240,051 1,215,867

その他 33,814 36,145

固定負債合計 1,273,865 1,252,013

負債合計 7,762,610 7,881,178

純資産の部

株主資本

資本金 995,000 995,000

資本剰余金 909,000 912,160

利益剰余金 12,991,279 13,961,613

自己株式 △565,150 △556,432

株主資本合計 14,330,129 15,312,341

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △58,125 80,170

その他の包括利益累計額合計 △58,125 80,170

非支配株主持分 208,324 275,300

純資産合計 14,480,328 15,667,813

負債純資産合計 22,242,939 23,548,991
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 11,871,278 12,507,157

売上原価 6,994,601 7,253,400

売上総利益 4,876,677 5,253,756

販売費及び一般管理費 2,845,390 3,015,139

営業利益 2,031,286 2,238,617

営業外収益

受取利息 10,578 11,455

為替差益 11,695 －

助成金収入 29,114 5,136

その他 3,502 3,004

営業外収益合計 54,892 19,596

営業外費用

売上割引 112 65

為替差損 － 30,026

助成金の返還 74,542 －

その他 60 622

営業外費用合計 74,716 30,715

経常利益 2,011,462 2,227,499

特別損失

固定資産売却損 32 －

固定資産除却損 1,587 756

減損損失 － 59,862

事業整理損失引当金繰入額 － 11,654

特別損失合計 1,620 72,273

税金等調整前四半期純利益 2,009,842 2,155,225

法人税、住民税及び事業税 493,153 580,186

法人税等調整額 130,603 81,481

法人税等合計 623,757 661,667

四半期純利益 1,386,085 1,493,558

非支配株主に帰属する四半期純利益 42,868 67,399

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,343,216 1,426,158
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 1,386,085 1,493,558

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △48,892 152,509

その他の包括利益合計 △48,892 152,509

四半期包括利益 1,337,192 1,646,067

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,296,843 1,564,454

非支配株主に係る四半期包括利益 40,349 81,613
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６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 2,009,842 2,155,225

減価償却費 115,544 121,594

減損損失 － 59,862

受取利息及び受取配当金 △10,578 △11,455

為替差損益（△は益） 353 3,257

固定資産売却損益（△は益） 32 －

固定資産除却損 1,587 756

売上債権の増減額（△は増加） △558,306 △1,038,605

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,113 29,777

仕入債務の増減額（△は減少） 447,589 486,333

未払費用の増減額（△は減少） △72,724 △267,514

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,561 △2,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,501 △5,126

賞与引当金の増減額（△は減少） △433,554 △318,968

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43,064 △35,147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,956 △24,183

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 11,654

その他 76,721 △55,824

小計 1,521,345 1,109,142

利息及び配当金の受取額 11,396 11,978

法人税等の支払額 △493,125 △374,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,039,616 746,934

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 △80,030 △84,870

定期預金の払戻による収入 80,030 －

有形固定資産の取得による支出 △78,847 △159,167

有形固定資産の売却による収入 57 －

無形固定資産の取得による支出 △195,911 △302,758

貸付金の回収による収入 908,012 1,149,788

事業譲渡による収入 36,443 7,198

その他 △1,924 △1,141

投資活動によるキャッシュ・フロー 667,829 609,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △388,509 △453,908

非支配株主への配当金の支払額 △28,374 △14,637

財務活動によるキャッシュ・フロー △416,884 △468,545

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,547 170,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,247,014 1,058,134

現金及び現金同等物の期首残高 9,935,607 10,337,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,182,622 11,396,088
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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。

（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）

　連結子会社は、当第２四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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。

　


