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（１）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 5,351 5.9 1,719 17.0 1,758 14.5 1,192 15.0

2020年３月期 5,052 13.7 1,470 △4.2 1,535 △3.7 1,036 △4.6

（注）包括利益 2021年３月期 1,237百万円 （23.2％） 2020年３月期 1,004百万円（△7.6％）

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 77.98 77.09 12.5 15.3 32.1

2020年３月期 68.31 67.47 11.6 14.4 29.1

（参考）持分法投資損益 2021年３月期 －百万円 2020年３月期 －百万円

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

2021年３月期 11,904 10,048 83.0 642.53

2020年３月期 11,067 9,346 83.2 604.94

（参考）自己資本 2021年３月期 9,884百万円 2020年３月期 9,213百万円

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

2021年３月期 908 △150 △582 5,418

2020年３月期 1,677 △254 △455 5,241

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（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 ％ ％

2020年３月期 - 0.00 - 45.00 45.00 685 65.9 7.6

2021年３月期 - 0.00 - 35.00 35.00 538 44.9 5.6

2022年３月期（予想） - 0.00 - 40.00 40.00 46.9

（％表示は、通期は対前期、四半期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 6,400 19.6 1,913 11.3 1,950 10.9 1,308 9.7 85.28

１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（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

2020年３月期の期末配当金の内訳は、普通配当35円00銭、創立50周年記念配当10円00銭となります。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）１．当社では年次での業績管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しており
ます。詳細は、添付資料３ページの「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年３月期 15,385,800株 2020年３月期 15,232,000株
②  期末自己株式数 2021年３月期 2,029株 2020年３月期 2,009株
③  期中平均株式数 2021年３月期 15,287,264株 2020年３月期 15,178,183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 ％

2021年３月期 5,207 5.5 1,690 16.3 1,733 13.3 1,176 13.4

2020年３月期 4,936 14.7 1,454 △3.3 1,530 △2.5 1,037 △3.4

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

2021年３月期 76.95 76.07

2020年３月期 68.35 67.51

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

2021年３月期 11,612 9,793 82.9 625.98

2020年３月期 10,788 9,107 83.2 589.26

（参考）自己資本 2021年３月期 9,629百万円 2020年３月期 8,974百万円

※  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

新規  -社  （社名）、除外  -社  （社名）

（２）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

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要
１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）

（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
本資料に掲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ページの「１．経
営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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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、新型コロナウイルス感染症の拡大による厳しい状況が続きました。足元で

は３回目となる緊急事態宣言が発令されるなど、依然として先行不透明な状況が続いております。

　情報サービス産業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一部の企業でＩＴ投資を控える動きが

ありましたが、企業による働き方改革や海外グループ会社を含めたガバナンス強化等を背景として、ＩＴ投資は堅調

に推移いたしました。

　このような状況下で当社グループは、主力である固定資産管理ソリューションにおいて既存顧客に対する当社新製

品へのバージョンアップ対応、インフラ業界における案件推進等、上場大企業・中堅企業の業務効率化や経営管理強

化等に資するソリューションを展開し、顧客のシステム投資需要に応えてまいりました。また、前期に発生した退職

金規程の変更に伴う退職給付費用189百万円（売上原価151百万円、販売費及び一般管理費37百万円）の影響がなくな

りました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,351百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益1,719百万円（同

17.0％増）、経常利益1,758百万円（同14.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,192百万円（同15.0％増）と

なりました。

　セグメントの業績は次の通りであります。

　パッケージソリューション事業

　主力の固定資産ソリューションにおいては、海外を含めたリース資産管理への対応を中心として、新規ユーザー

の獲得や既存ユーザーへの当社製品のバージョンアップを推進いたしました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は5,128百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益は1,660百万円（同16.7％

増）となりました。

　その他事業

　その他事業におきましては、主に連結子会社である株式会社プロシップフロンティアで事業を行っており、既存

顧客の受託開発や運用管理等の対応を行ってまいりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は271百万円（前年同期比14.4％減）となりましたが、前期に発生した退職

金規程の変更に伴う退職給付費用の影響がなくなったこと等から、営業利益は56百万円（同24.5％増）となりまし

た。

(2）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末における流動資産は10,194百万円となり、前連結会計年度末に比べ751百万円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金が177百万円、売掛金が572百万円増加したことによるものであります。固定資産は

1,709百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が63百万円増

加したことによるものであります。

　この結果、総資産は11,904百万円となり、前会計年度末に比べ836百万円増加いたしました。

（負債）

　当連結会計年度末における流動負債は1,416百万円となり、前連結会計年度末に比べ108百万円増加いたしまし

た。これは主に、未払法人税等が48百万円、パッケージ保守に伴う前受金が38百万円増加したことによるものであ

ります。固定負債は439百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円増加いたしました。これは主に、退職給

付に係る負債が26百万円増加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は1,855百万円となり、前連結会計年度末に比べ134百万円増加いたしました。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産合計は10,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ701百万円増加いたしま

した。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益1,192百万円、配当金の支払685百万円によるものでありま

す。

　この結果、自己資本比率は83.0％（前連結会計年度末は83.2％）となりました。
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2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

自己資本比率（％） 82.5% 84.3% 84.8% 83.2% 83.0%

時価ベースの自己資本比率（％） 132.6% 218.1% 183.5% 147.2% 172.7%

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
－ － － － －

(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。）は、5,418百万円（前年同期比3.4％

増）となりました。当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、908百万円（前年同期比45.8％減）となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益1,766百万円、減価償却費138百万円、法人税等の支払547百万円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）

　投資活動の結果使用した資金は、150百万円（前年同期比40.9%減）となりました。これは主に、無形固定資産の

取得による支出134百万円、敷金及び保証金の差入による支出11百万円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）

　財務活動の結果使用した資金は、582百万円（前年同期比27.7％増）となりました。これは主に、配当金の支払

686百万円、株式の発行による収入104百万円によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。

(4）今後の見通し

　当社では、前期末時点で見込んでいる翌期の売上計上予定の案件を商談の進捗度別に集計・精査して売上高見込

とし、予定している投資や過年度の費用発生の推移等から翌期の費用額を見込むことで連結業績予想を作成してお

ります。

　当社は、企業の働き方改革や生産性向上、ガバナンス強化への取り組み等を背景としたシステム投資需要に応え

ていくため、引き続き開発容量の増強、既存顧客に対する当社新製品へのバージョンアップ対応の強化、インフラ

業界への営業活動強化を行ってまいります。

　以上により、2022年３月期連結業績につきましては、売上高6,400百万円、営業利益1,913百万円、経常利益

1,950百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,308百万円を計画しております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により顧客のシステム投資需要が縮小し、当社の業績に影響を与える可

能性があります。同感染症の今後の進展等を踏まえ、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いた

します。
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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、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本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
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,241,392 8,418,766

売掛金 947,487 1,519,974

仕掛品 204,301 190,104

貯蔵品 498 816

その他 49,230 65,007

流動資産合計 9,442,910 10,194,669

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 5,208 4,410

工具、器具及び備品（純額） 11,466 17,786

有形固定資産合計 16,675 22,196

無形固定資産

ソフトウエア 230,617 234,535

その他 2,614 2,614

無形固定資産合計 233,232 237,150

投資その他の資産

投資有価証券 993,250 1,056,795

関係会社出資金 80,979 80,979

繰延税金資産 195,481 195,314

その他 105,463 117,652

貸倒引当金 － △741

投資その他の資産合計 1,375,174 1,449,999

固定資産合計 1,625,082 1,709,347

資産合計 11,067,992 11,904,016

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 154,131 152,955

未払金 52,591 97,448

未払法人税等 322,677 371,088

前受金 502,602 541,271

賞与引当金 61,619 62,803

役員賞与引当金 39,400 36,950

受注損失引当金 1,518 3,755

その他 173,914 150,212

流動負債合計 1,308,453 1,416,485

固定負債

役員退職慰労引当金 109,200 109,200

退職給付に係る負債 303,931 330,031

固定負債合計 413,131 439,231

負債合計 1,721,584 1,855,717

純資産の部

株主資本

資本金 508,204 567,586

資本剰余金 501,763 561,144

利益剰余金 8,224,756 8,731,533

自己株式 △1,635 △1,663

株主資本合計 9,233,089 9,858,601

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △19,826 25,879

その他の包括利益累計額合計 △19,826 25,879

新株予約権 133,146 163,818

純資産合計 9,346,408 10,048,299

負債純資産合計 11,067,992 11,904,016
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 5,052,786 5,351,928

売上原価 2,479,386 2,527,507

売上総利益 2,573,399 2,824,421

販売費及び一般管理費 1,103,314 1,104,451

営業利益 1,470,085 1,719,969

営業外収益

受取利息 24,483 26,076

受取配当金 16,351 5,412

為替差益 － 1,205

投資有価証券売却益 14,815 －

その他 10,826 6,107

営業外収益合計 66,475 38,802

営業外費用

為替差損 996 －

雑損失 － 115

営業外費用合計 996 115

経常利益 1,535,564 1,758,657

特別利益

新株予約権戻入益 5,670 8,129

特別利益合計 5,670 8,129

税金等調整前当期純利益 1,541,234 1,766,786

法人税、住民税及び事業税 554,961 594,663

法人税等調整額 △50,514 △20,004

法人税等合計 504,446 574,659

当期純利益 1,036,788 1,192,126

親会社株主に帰属する当期純利益 1,036,788 1,192,126

（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　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当期純利益 1,036,788 1,192,126

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,856 45,706

その他の包括利益合計 △31,856 45,706

包括利益 1,004,932 1,237,833

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,004,932 1,237,833

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 466,000 459,559 7,717,773 △1,499 8,641,833

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行
使）

42,204 42,204 84,408

剰余金の配当 △529,805 △529,805

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,036,788 1,036,788

自己株式の取得 △135 △135

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 42,204 42,204 506,983 △135 591,255

当期末残高 508,204 501,763 8,224,756 △1,635 9,233,089

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 12,029 12,029 99,593 8,753,456

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行
使）

84,408

剰余金の配当 △529,805

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,036,788

自己株式の取得 △135

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△31,856 △31,856 33,552 1,696

当期変動額合計 △31,856 △31,856 33,552 592,951

当期末残高 △19,826 △19,826 133,146 9,346,408

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 508,204 501,763 8,224,756 △1,635 9,233,089

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行
使）

59,381 59,381 118,763

剰余金の配当 △685,349 △685,349

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,192,126 1,192,126

自己株式の取得 △27 △27

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 59,381 59,381 506,777 △27 625,512

当期末残高 567,586 561,144 8,731,533 △1,663 9,858,601

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 △19,826 △19,826 133,146 9,346,408

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行
使）

118,763

剰余金の配当 △685,349

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,192,126

自己株式の取得 △27

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

45,706 45,706 30,672 76,378

当期変動額合計 45,706 45,706 30,672 701,891

当期末残高 25,879 25,879 163,818 10,048,299

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,541,234 1,766,786

減価償却費 119,341 138,091

新株予約権戻入益 △5,670 △8,129

賞与引当金の増減額（△は減少） 516 1,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,200 △2,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 741

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 185,699 26,100

受注損失引当金の増減額（△は減少） △26,880 2,237

株式報酬費用 50,050 53,161

受取利息及び受取配当金 △40,834 △31,489

為替差損益（△は益） 996 △1,205

投資有価証券売却損益（△は益） △14,815 －

売上債権の増減額（△は増加） 174,304 △572,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,286 13,878

仕入債務の増減額（△は減少） 10,437 △1,175

未払金の増減額（△は減少） △110,898 37,126

未払消費税等の増減額（△は減少） 81,410 △29,805

前受金の増減額（△は減少） 41,677 38,668

その他 20,857 △9,241

小計 2,121,514 1,421,993

利息及び配当金の受取額 43,099 33,748

法人税等の支払額 △487,479 △547,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,677,134 908,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △110,033 －

投資有価証券の売却による収入 31,083 －

有形固定資産の取得による支出 △6,536 △4,077

無形固定資産の取得による支出 △166,227 △134,850

敷金及び保証金の差入による支出 △2,436 △11,328

その他 7 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,142 △150,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △135 △27

配当金の支払額 △529,378 △686,568

新株予約権の行使による株式の発行による収入 73,580 104,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △455,933 △582,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 △996 1,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 966,061 177,373

現金及び現金同等物の期首残高 4,275,330 5,241,392

現金及び現金同等物の期末残高 5,241,392 5,418,766

（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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数  1社

連結子会社の名称

㈱プロシップフロンティア

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

普楽希普信息系統（大連）有限公司

浦楽熙普信息科技（上海）有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社（普楽希普信息系統（大連）有限公司、浦楽熙普信息科技（上海）有限公

司）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ  有価証券

(イ）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。なお、取得原価と債券金額との差額の性格が、金利の調整と認め

られるものについては、償却原価法を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ  たな卸資産

(イ）仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ  有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採

用しております。

ロ  無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法、市場販売

目的のソフトウエアについては見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な

残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ  貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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ロ  賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

ハ  役員賞与引当金

　役員の賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

ニ  役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

　なお当社は2003年４月より内規を廃止したため、新たな役員退職慰労引当金の繰入は行っておりません。

ホ  受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降の損失見込額を引当計上しておりま

す。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　当社および連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

売上高及び売上原価の計上基準

  受注制作のソフトウエアに係る収益計上の基準は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる開発案件については工事進行基準を適用し、その他の開発案件については工事完成基準を適用してお

ります。

  なお、工事進行基準を適用する開発案件の当連結会計年度末における進捗率の見積りは、原価比例法によって

おります。

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
（注）２パッケージ

ソリューション事業
その他事業

売上高

外部顧客への売上高 4,849,515 203,270 － 5,052,786

セグメント間の内部
売上高
又は振替高

－ 113,650 △113,650 －

計 4,849,515 316,920 △113,650 5,052,786

セグメント利益 1,423,224 45,234 1,625 1,470,085

その他の項目

減価償却費 119,341 － － 119,341

（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

　当社の報告セグメントは、当社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

の配分の決定及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あります。

　当社は、事業内容に基づき包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって当社は、事業内容を基礎としたセグメントから構成されており、「パッケージソリューション事業」と

「その他事業」を報告セグメントとしております。

　「パッケージソリューション事業」とは、固定資産システム及び販売管理システムにおけるコンサルテーション

から導入、保守までを含む事業であります。「その他事業」とは、受託開発及び運用管理業務等であります。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

　（注）１．セグメント利益の調整額1,625千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　　　　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって

いないため記載しておりません。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計上額
（注）２パッケージ

ソリューション事業
その他事業

売上高

外部顧客への売上高 5,128,651 223,276 － 5,351,928

セグメント間の内部
売上高
又は振替高

－ 47,952 △47,952 －

計 5,128,651 271,228 △47,952 5,351,928

セグメント利益 1,660,999 56,311 2,658 1,719,969

その他の項目

減価償却費 138,091 － － 138,091

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

　（注）１．セグメント利益の調整額2,658千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

　　　　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなって

いないため記載しておりません。
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パッケージ 　保守 受託開発 運用管理等 合計

 外部顧客への売上高 3,190,998 1,658,517 72,165 131,105 5,052,786

パッケージ 　保守 受託開発 運用管理等 合計

 外部顧客への売上高 3,416,580 1,712,070 96,640 126,636 5,351,928

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱日立システムズ 547,532 パッケージ

【関連情報】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して

おります。

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

- 16 -

㈱プロシップ（3763） 2021年３月期 決算短信（連結）



【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度
（自  2019年４月１日

至  2020年３月31日）

当連結会計年度
（自  2020年４月１日

至  2021年３月31日）

１株当たり純資産額 604.94円 642.53円

１株当たり当期純利益金額 68.31円 77.98円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 67.47円 77.09円

前連結会計年度
（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当連結会計年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 1,036,788 1,192,126

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益金額（千円）
1,036,788 1,192,126

期中平均株式数（千株） 15,178 15,287

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（千株） 188 176

（うち新株予約権（千株）） 　（188） 　（176）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

2019年６月19日定時株主総

会による新株予約権（新株

予約権の数6,210個）

－

（１株当たり情報）

（注）１．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,953,248 8,118,707

売掛金 936,123 1,508,625

仕掛品 205,568 189,988

貯蔵品 498 816

前払費用 41,198 56,442

その他 7,480 8,465

流動資産合計 9,144,117 9,883,045

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 5,208 4,410

工具、器具及び備品 11,393 17,749

有形固定資産合計 16,602 22,159

無形固定資産

電話加入権 1,547 1,547

ソフトウエア 230,617 235,645

無形固定資産合計 232,164 237,192

投資その他の資産

投資有価証券 993,250 1,056,795

関係会社株式 30,000 30,000

関係会社出資金 80,979 80,979

繰延税金資産 185,658 185,162

差入保証金 93,385 104,227

保険積立金 10,802 10,802

その他 1,275 2,622

貸倒引当金 － △741

投資その他の資産合計 1,395,351 1,469,848

固定資産合計 1,644,119 1,729,201

資産合計 10,788,236 11,612,247

４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 152,229 151,183

未払金 51,803 96,623

未払費用 31,228 33,275

未払法人税等 316,969 366,396

未払消費税等 107,476 77,697

前受金 502,602 541,271

預り金 24,328 30,069

賞与引当金 59,915 60,799

役員賞与引当金 35,400 36,950

受注損失引当金 1,518 3,755

その他 5,154 3,935

流動負債合計 1,288,624 1,401,958

固定負債

退職給付引当金 282,833 307,386

役員退職慰労引当金 109,200 109,200

固定負債合計 392,033 416,586

負債合計 1,680,658 1,818,545

純資産の部

株主資本

資本金 508,204 567,586

資本剰余金

資本準備金 473,804 533,186

その他資本剰余金 27,958 27,958

資本剰余金合計 501,763 561,144

利益剰余金

利益準備金 34,050 34,050

その他利益剰余金

別途積立金 5,000 5,000

繰越利益剰余金 7,946,876 8,437,885

利益剰余金合計 7,985,926 8,476,935

自己株式 △1,635 △1,663

株主資本合計 8,994,259 9,604,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,826 25,879

評価・換算差額等合計 △19,826 25,879

新株予約権 133,146 163,818

純資産合計 9,107,578 9,793,702

負債純資産合計 10,788,236 11,612,247
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 4,936,075 5,207,219

売上原価 2,392,477 2,421,122

売上総利益 2,543,597 2,786,097

販売費及び一般管理費 1,089,528 1,095,719

営業利益 1,454,069 1,690,377

営業外収益

受取利息及び配当金 49,111 34,886

受取手数料 2,340 2,340

投資有価証券売却益 14,815 －

為替差益 － 1,205

その他 10,797 4,282

営業外収益合計 77,063 42,714

営業外費用

為替差損 996 －

営業外費用合計 996 －

経常利益 1,530,136 1,733,091

特別利益

新株予約権戻入益 5,670 8,129

特別利益合計 5,670 8,129

税引前当期純利益 1,535,806 1,741,220

法人税、住民税及び事業税 543,549 584,537

法人税等調整額 △45,133 △19,675

法人税等合計 498,415 564,861

当期純利益 1,037,391 1,176,359

（２）損益計算書

- 21 -

㈱プロシップ（3763） 2021年３月期 決算短信（連結）



株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 466,000 431,600 27,958 459,559 34,050 5,000 7,439,290 7,478,340

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 42,204 42,204 42,204

剰余金の配当 △529,805 △529,805

当期純利益 1,037,391 1,037,391

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 42,204 42,204 - 42,204 - - 507,585 507,585

当期末残高 508,204 473,804 27,958 501,763 34,050 5,000 7,946,876 7,985,926

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,499 8,402,401 12,029 12,029 99,593 8,514,024

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 84,408 84,408

剰余金の配当 △529,805 △529,805

当期純利益 1,037,391 1,037,391

自己株式の取得 △135 △135 △135

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△31,856 △31,856 33,552 1,696

当期変動額合計 △135 591,857 △31,856 △31,856 33,552 593,554

当期末残高 △1,635 8,994,259 △19,826 △19,826 133,146 9,107,578

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

（単位：千円）
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 508,204 473,804 27,958 501,763 34,050 5,000 7,946,876 7,985,926

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 59,381 59,381 59,381

剰余金の配当 △685,349 △685,349

当期純利益 1,176,359 1,176,359

自己株式の取得

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 59,381 59,381 － 59,381 － － 491,009 491,009

当期末残高 567,586 533,186 27,958 561,144 34,050 5,000 8,437,885 8,476,935

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差

額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,635 8,994,259 △19,826 △19,826 133,146 9,107,578

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 118,763 118,763

剰余金の配当 △685,349 △685,349

当期純利益 1,176,359 1,176,359

自己株式の取得 △27 △27 △27

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

45,706 45,706 30,672 76,378

当期変動額合計 △27 609,744 45,706 45,706 30,672 686,123

当期末残高 △1,663 9,604,003 25,879 25,879 163,818 9,793,702

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

（単位：千円）
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品目別

当連結会計年度

（自　2020年４月１日

    至　2021年３月31日）

 受注高（千円）  前年同期比（％）  受注残高（千円）  前年同期比（％）

 パッケージ 4,290,791 42.8 2,733,912 47.0

 保守 1,592,560 △12.8 2,284,103 △5.0

 受託開発 101,834 65.7 20,736 33.4

 運用管理等 122,617 △9.1 65,208 △5.8

 合計 6,107,803 21.5 5,103,960 17.4

品目別

当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

売上高(千円) 前年同期比(％)

パッケージ 3,416,580 7.1

保守 1,712,070 3.2

受託開発 96,640 33.9

運用管理等 126,636 △3.4

合計 5,351,928 5.9

５．その他

受注及び販売の状況

　 ①受注実績

 　当連結会計年度の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

 　（注）１．金額は販売価額によっております。

 　　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　３．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま

             す。

 　　　　４．運用管理等には商品受注を含んでおります。

②販売実績

 　当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

 　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る売上も含んでおりま

す。

 　　　　３．運用管理等には商品売上を含んでおります。
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