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1. 2022年1月期第3四半期の業績（2021年2月1日～2021年10月31日）

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年1月期第3四半期 5,996 11.2 824 23.0 841 21.9 601 25.8

2021年1月期第3四半期 5,395 4.3 670 △4.1 690 △2.2 477 △2.1

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

2022年1月期第3四半期 56.56 ―

2021年1月期第3四半期 44.96 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2022年1月期第3四半期 5,030 3,454 68.7

2021年1月期 4,432 3,123 70.5

（参考）自己資本 2022年1月期第3四半期 3,454百万円 2021年1月期 3,123百万円

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

2021年1月期 ― 11.50 ― 11.50 23.00

2022年1月期 ― 14.00 ―

2022年1月期（予想） 14.00 28.00

（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. 2022年 1月期の業績予想（2021年 2月 1日～2022年 1月31日）

（％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
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 7,994 11.4 930 4.9 952 4.6 677 7.8 63.79

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年1月期3Q 10,627,920 株 2021年1月期 10,627,920 株

② 期末自己株式数 2022年1月期3Q 2,376 株 2021年1月期 2,376 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年1月期3Q 10,625,544 株 2021年1月期3Q 10,625,568 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

（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。業績予想に関する事項について
は、添付資料２ページ「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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示するとともに、当社ホームページ（https://www.artner.co.jp/ir/）に掲載いたします。
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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３四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影響により、依然として厳しい状況

にありますが、持ち直しの動きが期待され、自動車業界においては、CASEや政府の「脱炭素」方針に対応するため

の電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）の研究開発が顕著であり、半導体業界においては、自動車の電動

化、IoT、テレワーク等で使用する電子機器類に必要な半導体及び半導体製造装置の設計開発が活発でした。

  このような状況の中、当社の技術者派遣事業においては、技術者数が前年同期を上回り、稼働率が前年同期より

微増となり、2021年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒しで進捗いたしました。これらの結果、稼働人

員が前年同期を上回りました。未配属の技術者に関して配属を優先して契約交渉したことにより、技術者単価が前

年同期より微減となりました。残業時間が回復したことにより、労働工数が前年同期を上回りました。

  請負・受託事業においては、積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加いたしました。

  利益面においては、当社は技術者の労務費に関して、顧客企業に配属前の未配属者は販売管理費で計上し、配属

後は売上原価で計上しており、未配属者の配属が進捗したことにより、販売管理費が減少し、売上原価が増加いた

しました。また、採用活動、営業活動において、スタッフのテレワークを推進したことにより、旅費交通費、会議

費等の費用が減少いたしました。

  これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は5,996,665千円（前年同期比11.2％増）、営業利益は824,181千

円（前年同期比23.0％増）、経常利益は841,354千円（前年同期比21.9％増）、四半期純利益は601,025千円（前年

同期比25.8％増）となりました。また、営業利益率は13.7％となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

  当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ597,688千円増加し、5,030,002千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加357,715千円、売上債権の増加191,760千円があったことによるものでありま

す。

  負債につきましては、前事業年度末に比べ266,413千円増加し、1,575,544千円となりました。これは主に、賞与

引当金の増加169,803千円、退職給付引当金の増加53,807千円があったことによるものであります。

  純資産につきましては、前事業年度末に比べ331,274千円増加し、3,454,457千円となりました。これは主に、利

益剰余金の増加330,073千円があったことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

  当第３四半期会計期間末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357,715

千円増加し、3,377,373千円となりました。

  当第３四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。

（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、587,259千円（前年同期比27,108千円減）となりました。これは主に、法人税

等の支払額320,814千円、売上債権の増加額191,760千円があったものの、税引前四半期純利益866,798千円、賞与

引当金の増加額169,803千円があったこと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）

  投資活動の結果得られた資金は、36,248千円（前年同期は48,036千円の使用）となりました。これは主に、有形

固定資産の売却による収入43,779千円があったこと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、265,792千円（前年同期比36,576千円増）となりました。これは、配当金の支

払額265,792千円があったことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

  2021年９月８日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年１月31日)

当第３四半期会計期間
(2021年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,019,657 3,377,373

受取手形及び売掛金 895,926 1,087,687

仕掛品 992 4,179

原材料及び貯蔵品 4,383 3,739

その他 46,993 45,367

貸倒引当金 △5,300 △6,500

流動資産合計 3,962,653 4,511,847

固定資産

有形固定資産 106,873 85,020

無形固定資産 49,447 41,105

投資その他の資産

敷金及び保証金 85,114 85,044

その他 228,224 306,984

投資その他の資産合計 313,338 392,028

固定資産合計 469,659 518,154

資産合計 4,432,313 5,030,002

負債の部

流動負債

未払法人税等 182,239 202,023

賞与引当金 116,787 286,590

その他 506,061 529,081

流動負債合計 805,088 1,017,694

固定負債

退職給付引当金 504,042 557,850

固定負債合計 504,042 557,850

負債合計 1,309,131 1,575,544

純資産の部

株主資本

資本金 238,284 238,284

資本剰余金 168,323 168,323

利益剰余金 2,713,610 3,043,684

自己株式 △739 △739

株主資本合計 3,119,478 3,449,552

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,704 4,904

評価・換算差額等合計 3,704 4,904

純資産合計 3,123,182 3,454,457

負債純資産合計 4,432,313 5,030,002

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2020年２月１日
　至　2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年２月１日

　至　2021年10月31日)

売上高 5,395,093 5,996,665

売上原価 3,306,676 3,822,373

売上総利益 2,088,417 2,174,292

販売費及び一般管理費 1,418,185 1,350,111

営業利益 670,231 824,181

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 195 236

受取手数料 453 450

研修教材料 542 609

保険配当金 2,931 6,048

助成金収入 13,798 10,022

その他 3,072 1,727

営業外収益合計 20,997 19,095

営業外費用

支払利息 － 98

解約違約金 1,065 1,596

その他 0 227

営業外費用合計 1,065 1,922

経常利益 690,163 841,354

特別利益

固定資産売却益 － 25,523

特別利益合計 － 25,523

特別損失

固定資産除却損 473 78

特別損失合計 473 78

税引前四半期純利益 689,690 866,798

法人税、住民税及び事業税 257,852 343,622

法人税等調整額 △45,904 △77,848

法人税等合計 211,948 265,773

四半期純利益 477,741 601,025

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　2020年２月１日
　至　2020年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2021年２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 689,690 866,798

減価償却費 22,310 21,340

貸倒引当金の増減額（△は減少） 300 1,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,783 169,803

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67,848 53,807

受取利息及び受取配当金 △198 △237

支払利息 － 98

固定資産売却益 － △25,523

未収入金の増減額（△は増加） 559 △379

売上債権の増減額（△は増加） △39,673 △191,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,414 △2,543

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,875 △12,050

未払金の増減額（△は減少） 40,250 △26,085

その他 85,541 53,465

小計 920,122 907,934

利息及び配当金の受取額 198 237

利息の支払額 － △98

法人税等の支払額 △305,951 △320,814

営業活動によるキャッシュ・フロー 614,368 587,259

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 △36,767 △4,015

有形固定資産の売却による収入 － 43,779

無形固定資産の取得による支出 △11,162 △3,566

敷金及び保証金の差入による支出 △363 △64

敷金及び保証金の回収による収入 340 133

投資有価証券の取得による支出 △64 －

その他 △19 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,036 36,248

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 △41 －

配当金の支払額 △229,174 △265,792

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,215 △265,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 337,116 357,715

現金及び現金同等物の期首残高 2,383,441 3,019,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,720,558 3,377,373

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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。
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