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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期

第２四半期
累計期間

第７期

会計期間
自 2021年５月１日
至 2021年10月31日

自 2020年５月１日
至 2021年４月30日

売上高 (千円) 958,078 1,466,755

経常利益 (千円) 75,263 35,717

四半期（当期）純利益 (千円) 52,202 23,889

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 7,770 7,770

発行済株式総数 (株) 1,000,000 1,000,000

純資産額 (千円) 171,557 122,178

総資産額 (千円) 505,679 427,126

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 5.22 2.39

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 33.9 28.6

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 64,601 13,025

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 30,534 △3,758

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △19,397 △93,359

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

(千円) 265,592 189,853

　

回次
第８期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2021年８月１日
至 2021年10月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 3.23

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．2021年10月13日開催の取締役会決議により、2021年11月６日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割

を行っております。これにより、発行済株式総数は9,000,000株増加し、10,000,000株となっております。

　 第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益額を算定しておりま

す。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大による経済活動の制限や個人

消費の低迷により、依然として厳しい状況が続きました。直近では、ワクチン接種の普及拡大や感染者数の減少傾

向が見られ、経済回復への期待感が高まっておりますが、変異株の拡大の可能性等、先行き不透明な状況が続いて

おります。一方、新型コロナウイルス感染症によるリモートワークの推進や各企業のデジタルトランスフォーメー

ション（DX）の推進は、AIアルゴリズム実装に対する需要を高めていると考えております。

当社においても、このような需要の高まりを取り込み、また、営業体制強化・継続的業務改善に取り組むことに

より、当社サービスの拡大に繋げることができました。

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は958,078千円、営業利益は75,901千円、経常利益は75,263千

円、四半期純利益は52,202千円となりました。

なお、当社はAIアルゴリズム事業を主たる事業とする単一セグメントであるため、セグメントごとの記載は省略

しております。

(2) 財政状態の状況

（資産の部）

当第２四半期会計期間末における流動資産は500,176千円となり、前事業年度末に比べ78,853千円増加いたしまし

た。これは前オフィス移転に伴い、確定した敷金返還に対する未収入金が回収されたこと等により、その他流動資

産40,232千円が減少したものの、主に営業活動による収入等により現金及び預金が75,739千円増加したこと、売上

高の増加に伴い売掛金が43,606千円増加したこと等によるものであります。

また、当第２四半期会計期間末における固定資産は5,503千円となり、前事業年度末に比べ300千円減少いたしま

した。これは借入金保証料の費用化等により投資その他の資産が526千円減少したこと等によるものであります。

この結果、当第２四半期会計期間末における資産合計は505,679千円となり、前事業年度末に比べ78,553千円増加

しております。

（負債の部）

当第２四半期会計期間末における流動負債は282,668千円となり、前事業年度末に比べ50,973千円増加いたしまし

た。これは主に外注原価の増加により買掛金が23,452千円増加したこと、課税所得増加に伴い未払法人税等が

22,975千円増加したこと等によるものであります。

また、当第２四半期会計期間末における固定負債は51,454千円となり、前事業年度末に比べ21,798千円減少しま

した。主に１年内返済予定長期借入金への振替により長期借入金20,419千円が減少したこと等によるものでありま

す。

この結果、当第２四半期会計期間末における負債合計は334,122千円となり、前事業年度末に比べ29,174千円増加

いたしました。

（純資産の部）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は171,557千円となり、前事業年度末に比べて49,378千円増加しまし

た。これは、四半期純利益の計上等により、繰越利益剰余金が49,378千円増加したことによるものです。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ75,739千円

増加し、当第２四半期累計期間末には265,592千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、64,601千円となりました。

主な増加要因は、主としてAIソリューションサービスの事業・売上・売上原価拡大の影響を受け、税引前四半期

純利益の計上75,263千円、仕入債務の増加23,452千円が増加し、また、前期中間納付の還付により、法人税等の還

付額6,190千円等が発生したこと等によるものであります。一方、主な減少要因は、売上債権の増加43,606千円等に

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動の結果得られた資金は、30,534千円となりました。これは主に、旧オフ

ィス退去に伴う敷金及び保証金32,022千円の回収等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動の結果支出した資金は、19,397千円となりました。これは、計画返済に

伴う長期借入金19,397千円の返済によるものであります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 4,000,000

計 4,000,000

（注）2021年10月13日開催の臨時取締役会決議に基づき、2021年11月６日付で株式１株につき10株の株式分割を行って

おります。これにより、発行可能株式総数は36,000,000株増加し、40,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,000,000 10,000,000 非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何

ら限定のない当社における標準となる

株式。なお、単元株式数は100株となっ

ております。（注）１、２

計 1,000,000 10,000,000 ― ―

（注）１．2021年10月13日開催の取締役会決議により、2021年11月６日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。これにより、発行済株式総数は9,000,000株増加し、10,000,000株となっておりま

す。

２．2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月６日付で１単元を100株とする単元株制度を

採用しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年８月１日～
2021年10月31日

― 1,000,000 ― 7,770 ― ―

(5) 【大株主の状況】

2021年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に
対する所有株
式数の割合
(％)

住本 幸士 東京都港区 960,000 96.00

島田 雄太 東京都新宿区 30,000 3.00

治田 知明 東京都中央区 10,000 1.00

計 ― 1,000,000 100.00

（注）当社は、2021年10月13日開催の取締役会決議により、2021年11月６日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,000,000
10,000

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の

ない当社における標準となる株式。なお、単元

株式数は100株となっております。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,000 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第２四半期会計期間(2021年８月１日から2021年10月31日まで)及び第２四半期累計期間(2021

年５月１日から2021年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビュ

ーを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2021年４月30日)

当第２四半期会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 189,853 265,592

売掛金 169,879 213,486

貯蔵品 120 122

その他 62,487 22,255

貸倒引当金 △1,019 △1,280

流動資産合計 421,322 500,176

固定資産

有形固定資産 1,060 1,286

投資その他の資産 4,743 4,216

固定資産合計 5,803 5,503

資産合計 427,126 505,679

負債の部

流動負債

買掛金 93,960 117,412

1年内返済予定の長期借入金 37,649 38,671

未払法人税等 70 23,045

その他 100,015 103,539

流動負債合計 231,694 282,668

固定負債

長期借入金 71,873 51,454

その他 1,379 ―

固定負債合計 73,252 51,454

負債合計 304,947 334,122

純資産の部

株主資本

資本金 7,770 7,770

利益剰余金 114,400 163,779

株主資本合計 122,170 171,549

新株予約権 8 8

純資産合計 122,178 171,557

負債純資産合計 427,126 505,679
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)

売上高 958,078

売上原価 647,730

売上総利益 310,347

販売費及び一般管理費 ※1 234,446

営業利益 75,901

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

雑収入 103

営業外収益合計 104

営業外費用

支払利息 651

その他 91

営業外費用合計 742

経常利益 75,263

税引前四半期純利益 75,263

法人税等 23,061

四半期純利益 52,202
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 75,263

減価償却費 498

貸倒引当金の増減額(△は減少) 261

受取利息及び受取配当金 0

支払利息 651

売上債権の増減額(△は増加) △43,606

たな卸資産の増減額(△は増加) △1

前渡金の増減額（△は増加） 88

仕入債務の増減額(△は減少) 23,452

前受金の増減額（△は減少） △8,741

未払金の増減額（△は減少） △9,236

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,526

その他 15,993

小計 59,148

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △651

法人税等の支払額 △86

法人税等の還付額 6,190

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,601

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 △724

敷金及び保証金の差入による支出 △763

敷金及び保証金の回収による収入 32,022

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △19,397

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 75,739

現金及び現金同等物の期首残高 189,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 265,592
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「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）（以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、一部のシステム利用料売上について、従来は役務提供の開始時点で収益を認識しておりましたが、

顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり、収益認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

なお、当第２四半期累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響額は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

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しております。なお、四半期財務諸表に与える影響は

ありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日 至 2021年10月31日)

税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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しております。
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(四半期損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)

給料手当 113,090千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

　

当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)

現金及び預金 265,592千円

現金及び現金同等物 265,592千円

(株主資本等関係)

当第２四半期累計期間(自 2021年５月１日 至 2021年10月31日)

１ 配当金支払額

　 該当事項はありません。

２ 基準日が当第２四半期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 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当社は、AIアルゴリズム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期累計期間(自 2021年５月１日 至 2021年10月31日)

(単位：千円)

AIアルゴリズム事業

AIソリューションサービス 863,037

AI教育サービス 43,800

AIプロダクトサービス 51,240

顧客との契約から生じる収益 958,078

外部顧客への売上高 958,078

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)

１株当たり四半期純利益 5円22銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 52,202

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 52,202

普通株式の期中平均株式数(株) 10,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２．当社は、2021年11月６日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の

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。
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(重要な後発事象)

株式の分割及び単元株制度の採用

　当社は2021年10月13日開催の取締役会決議に基づき、2021年11月６日付をもって株式分割を行っております。

また、当社は、2021年10月27日開催の臨時株主総会決議により、2021年11月６日付で１単元を100株とする単元株

制度を採用しております。

１．株式分割及び単元株制度の目的

　当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的

として株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。

　２．株式分割の概要

（１）分割方法

　2021年11月５日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき10株の割

合をもって分割しております。

（２）分割により増加する株式数

　株式分割前の発行済株式総数 1,000,000株

　今回の株式分割により増加する株式数 9,000,000株

　株式分割後の発行済株式総数 10,000,000株

　株式分割後の発行可能株式総数 40,000,000株

（３）株式分割の効力発生日

　2021年11月６日

（４）１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これに

よる影響については、当該箇所に反映されております。

　３．単元株制度の概要

　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
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２ 【その他】

該当事項はありません。

　



― 18 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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