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(百万円未満切捨て)

１．2021年９月期第３四半期の連結業績（2020年10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９月期第３四半期 3,556 67.3 354 ― 326 ― 490 ―

2020年９月期第３四半期 2,125 12.4 △192 ― △192 ― △548 ―

(注)包括利益 2021年９月期第３四半期 484百万円 ( ―％) 2020年９月期第３四半期 △554百万円 ( ―％)

　

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９月期第３四半期 6.37 6.31

2020年９月期第３四半期 △8.07 ―
　

（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９月期第３四半期 7,109 5,585 77.4

2020年９月期 4,997 3,964 78.9

(参考) 自己資本 2021年９月期第３四半期 5,501百万円 2020年９月期 3,942百万円

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９月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

2021年９月期 ― 0.00 ―

2021年９月期(予想) 2.00 2.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年９月期の連結業績予想（2020年10月１日～2021年９月30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 4,500 57.1 350 ― 330 ― 520 ― 6.36

(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

（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 ： 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９月期３Ｑ 81,636,240株 2020年９月期 68,040,560株

② 期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 31,864株 2020年９月期 31,771株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 77,022,743株 2020年９月期３Ｑ 67,990,043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。

当社は、2021年１月１日付のfabbit株式会社との合併にあたり、fabbit株式会社の株主に対して同日付で

13,595,680株（新規発行株式数）を割当交付しております。連結業績予想の「１株当たり当期純利益」につきまし

ては、分母の期中平均株式数を算定するにあたり、当該発行済株式数の増加を反映させて、算定を行っておりま

す。
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１．四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９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,789,340 2,269,927

受取手形及び売掛金 1,050,442 1,135,968

営業投資有価証券 218,775 201,386

仕掛品 85,398 123,467

原材料及び貯蔵品 ― 109

その他 115,000 351,769

貸倒引当金 ― △5,397

流動資産合計 3,258,957 4,077,231

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,866 28,561

工具、器具及び備品（純額） 17,145 18,607

有形固定資産合計 38,011 47,169

無形固定資産

のれん 613,995 1,903,096

その他 330,853 369,290

無形固定資産合計 944,848 2,272,387

投資その他の資産 755,656 712,248

固定資産合計 1,738,516 3,031,805

資産合計 4,997,473 7,109,036

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 195,783 208,832

未払法人税等 500 84,729

移転損失引当金 11,579 ―

受注損失引当金 5,523 5,523

その他 206,338 667,102

流動負債合計 419,725 966,187

固定負債

社債 480,000 410,000

資産除去債務 4,409 10,137

その他 128,485 137,603

固定負債合計 612,895 557,741

負債合計 1,032,621 1,523,929

　



株式会社システムソフト(7527) 2021年９月期 第３四半期決算短信

3

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,511,404 2,721,420

資本剰余金 3,151,487 2,516,744

利益剰余金 △703,933 285,446

自己株式 △8,050 △8,064

株主資本合計 3,950,907 5,515,546

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △7,963 △1,728

為替換算調整勘定 △88 △12,326

その他の包括利益累計額合計 △8,052 △14,054

新株予約権 13,801 75,686

非支配株主持分 8,196 7,930

純資産合計 3,964,852 5,585,107

負債純資産合計 4,997,473 7,109,036
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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 2019年10月１日
　至 2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 2,125,117 3,556,335

売上原価 1,873,572 2,516,379

売上総利益 251,545 1,039,955

販売費及び一般管理費 444,165 685,454

営業利益又は営業損失（△） △192,620 354,500

営業外収益

受取利息 1,179 1,946

受取配当金 494 494

為替差益 ― 12,556

助成金収入 1,879 7,748

コンサルティング収入 ― 11,250

消費税差額 491 ―

株主優待引当金戻入額 20,223 ―

その他 124 577

営業外収益合計 24,392 34,573

営業外費用

支払利息 603 7,881

支払手数料 18,795 25,755

為替差損 596 ―

株主優待関連費用 1,073 ―

その他 2,851 28,842

営業外費用合計 23,920 62,479

経常利益又は経常損失（△） △192,148 326,594

特別利益

段階取得に係る差益 ― 238,106

移転損失引当金戻入益 ― 3,244

新株予約権戻入益 4,542 ―

特別利益合計 4,542 241,350

特別損失

固定資産除却損 ― 4,691

投資有価証券評価損 339,339 ―

特別損失合計 339,339 4,691

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（△）

△526,945 563,253

法人税、住民税及び事業税 22,221 73,405

法人税等調整額 － △540

法人税等合計 22,221 72,864

四半期純利益又は四半期純損失（△） △549,167 490,389

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △198 △265

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（△）

△548,968 490,654
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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 2019年10月１日
　至 2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △549,167 490,389

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,910 6,235

為替換算調整勘定 0 △12,238

その他の包括利益合計 △4,909 △6,002

四半期包括利益 △554,077 484,386

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △553,878 484,652

非支配株主に係る四半期包括利益 △198 △265
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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）

第１四半期連結会計期間において、2020年11月25日開催の取締役会の決議により、会社法第452条、第459条第

１項第３号及び当社定款第38条の規定に基づき、その他資本剰余金498,725千円を減少させ、繰越利益剰余金に

振り替えを行っております。また、2020年12月24日を効力発生日として、資本剰余金を原資とした配当を実施し

たことに伴い、資本剰余金が136,017千円減少しております。

第２四半期連結会計期間において、2021年１月１日付でfabbit株式会社を吸収合併し、同社の普通株式１株に

つき、当社の普通株式1,393株の割当交付を行っております。当該合併により、資本金が1,210,015千円増加して

おります。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が2,721,420千円、資本剰余金が2,516,744千円

となっております。

（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10月１日 至 2020年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
テクノロジー

事業

オープン
イノベーション

事業
投資事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,040,201 ― 84,666 2,124,867 250 2,125,117

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,040,201 ― 84,666 2,124,867 250 2,125,117

セグメント利益又は
損失(△)

64,971 ― △125,713 △60,741 △32 △60,774

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する

事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △60,741

「その他」の区分の利益 △32

全社費用（注） △131,845

四半期連結損益計算書の営業利益 △192,620

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計
テクノロジー

事業

オープン
イノベーション

事業
投資事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,665,702 733,251 156,931 3,555,885 450 3,556,335

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,154 22,890 ― 27,044 ― 27,044

計 2,669,856 756,141 156,931 3,582,929 450 3,583,379

セグメント利益又は
損失(△)

248,096 94,512 149,952 492,560 25 492,585

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

(合併等による資産の著しい増加)

2021年１月１日付で、fabbit株式会社を吸収合併し、同社の財務諸表を引継いだこと等により、前連結会計年度

の末日に比べ、オープンイノベーション事業のセグメント資産が、1,633,139千円増加しております。

３．報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する

事項）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 492,560

「その他」の区分の利益 25

全社費用（注） △138,084

四半期連結損益計算書の営業利益 354,500

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

2021年１月１日付で、fabbit株式会社を吸収合併し、同社の財務諸表を引継いだこと等により、前連結会計年度

の末日に比べ、オープンイノベーション事業ののれんが、1,094,539千円増加しております。

５．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「投資事業」について量的な重要性が増したため報告セグメ

ントとして記載する方法に変更しております。

また、第２四半期連結会計期間より、2021年１月のfabbit株式会社の吸収合併に伴い、各セグメントの経営成績の

実態をより的確に把握することを目的として管理体制を見直し、報告セグメントを従来の「システムソリューション

事業」「マーケティング事業」及び「投資事業」の３区分から、システム開発及びソリューションサービスを中心と

する「テクノロジー事業」、スタートアップ企業への事業立ち上げ等のコンサルティング、イノベーションの場の提

供としてシェアオフィスの運営を行っている「オープンイノベーション事業」及び投資事業を中心とする「投資事

業」の３区分に変更しております。

なお、このセグメント変更に伴い、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間に

おける報告セグメントの区分により組み替えて表示しております。
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（企業結合等関係）

企業結合に係る暫定的な処理の確定

当社が2021年１月１日に行ったfabbit株式会社の吸収合併について、第２四半期連結会計期間において暫定的

な会計処理を行っておりましたが、当第３四半期連結会計期間において確定しております。

なお、のれんの金額に修正は生じておりません。

（重要な後発事象）

連結子会社間の吸収合併

当社は、2021年４月27日開催の取締役会において、当社の100％子会社であるSS Technologies株式会社（旧

株式会社DigiIT）を存続会社とし、同じく当社の100％子会社である株式会社アライアンステクノロジーを消滅

会社とする合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結し、当該契約に基づき、2021年７月１日付でSS

Technologies株式会社は株式会社アライアンステクノロジーを吸収合併いたしました。

１ 企業結合の概要

(１)結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業の名称 SS Technologies株式会社

事業の内容 不動産テック、RPAソリューション、WEBコンサルティング

被結合企業の名称 株式会社アライアンステクノロジー

事業の内容 投資信託委託業

(２)企業結合を行った主な理由

当社グループにおける人材・経営資源の有効活用を推進し、経営の効率化を図り、企業価値の向上を目指す

ためであります。

(３)企業結合日

2021年７月１日

(４)企業結合の法的形式

SS Technologies株式会社を存続会社とし、株式会社アライアンステクノロジーを消滅会社とする吸収合併

であります。

(５)結合後企業の名称

SS Technologies株式会社

(６)合併に係る割当ての内容

両者ともに、当社の100％子会社の合併であるため、合併による一切の対価の交付はありません。

(７)合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

２ 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取

引として会計処理を実施する予定であります。
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２．その他

該当事項はありません。

　


