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2018年8月期第３四半期実績
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第３四半期累計期間の
売上高および成約組数の推移

第３四半期累計期間の
経常利益の推移
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第３四半期累計期間の成約組数、売上高、経常利益、共に過去最高を記録。



前年同期比業績

売上原価は人員増加及び紹介案件の成約増加により339百万円増加、販売費及び一般管理費も人
員の増加、セミナー開催の増加、福岡営業所・名古屋営業所の移転に伴い227百万円増加。
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売上高
比率

売上高
比率

前年同
期比

売 上 高 2,015 100.0% 2,819 100.0% +39.9%
売 上 原 価 691 34.3% 1,031 36.6% +49.1%
売 上 総 利 益 1,323 65.7% 1,788 63.4% +35.1%
販売費及び一般管理費 497 24.7% 725 25.7% +45.8%
営 業 利 益 825 41.0% 1,063 37.7% +28.7%
営 業 外 収 益 1 0.0% 1 0.1% +51.5%
営 業 外 費 用 - - - - - 
経 常 利 益 827 41.0% 1,064 37.8% +28.7%
税 引 前 当 期 純 利 益 827 41.0% 1,064 37.8% +28.7%
法 人 税 等 265 13.2% 347 12.3% +30.6%
当 期 純 利 益 561 27.8% 717 25.4% +27.8%

2017年8月期
第３四半期

2018年8月期
第３四半期
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（単位：百万円）

17年8月期
第3四半期

18年8月期
第3四半期

案 件 紹 介 料 158 262
人 件 費 479 697
そ の 他 53 71
売 上 原 価 計 691 1,031

17年8月期
第3四半期

18年8月期
第3四半期

人 件 費 149 291
広 告 宣 伝 費 82 116
地代家賃・消耗品 79 110
そ の 他 185 206
販売費及び一般管理費計 497 725


Sheet1 (2)

				2017年8月期
第３四半期 ダイ シハンキ				2018年8月期
第３四半期 ダイ シハンキ

						売上高
比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ				売上高
比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ		前年同
期比 ゼンネン ドウ キ ヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		2,015		100.0%		2,819		100.0%		+39.9%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		691		34.3%		1,031		36.6%		+49.1%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,323		65.7%		1,788		63.4%		+35.1%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		497		24.7%		725		25.7%		+45.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ		825		41.0%		1,063		37.7%		+28.7%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		1		0.0%		1		0.1%		+51.5%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		- 		- 		- 		- 		- 

		経常利益 ケイジョウ リエキ エイリ		827		41.0%		1,064		37.8%		+28.7%

		特別利益 トクベツ リエキ		 -		 -		 -		 -		 -

		特別損失 トクベツ ソンシツ		 -		 -		 -		 -		 -

		税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		827		41.0%		1,064		37.8%		+28.7%

		法人税等 ホウジンゼイナド		265		13.2%		347		12.3%		+30.6%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		561		27.8%		717		25.4%		+27.8%





Sheet1

				2015年8月期				2016年8月期

						売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ				前期比 ゼンキヒ		売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,423,702		100.0%		1,861,000		30.7%		100.0%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		494,188		34.7%		0		-100.0%		0.0%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		929,514		65.3%		0		-100.0%		0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		383,863		27.0%		0		-100.0%		0.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ		545,650		38.3%		614,000		12.5%		33.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		1,627		0.1%		0		-100.0%		0.0%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%

		経常利益 ケイジョウ リエキ エイリ		547,278		38.4%		615,000		12.4%		33.0%				-5.4%

		特別利益 トクベツ リエキ		591		0.0%		0		-100.0%		0.0%

		特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0.0%		0		63.4%		0.0%

		税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		547,870		38.5%		0		-100.0%		0.0%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		329,113		23.1%		398,000		20.9%		21.4%
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Sheet1 (2)

				17年8月期第3四半期 ダイ シハンキ		18年8月期第3四半期 ダイ シハンキ

		案件紹介料 アンケン ショウカイリョウ		158		262

		人件費 ジンケンヒ		479		697

		その他 タ		53		71

		売上原価計 ウリアゲ ゲンカ ケイ		691		1,031
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				2015年8月期				2016年8月期

						売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ				前期比 ゼンキヒ		売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,423,702		100.0%		1,861,000		30.7%		100.0%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		494,188		34.7%		0		-100.0%		0.0%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		929,514		65.3%		0		-100.0%		0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		383,863		27.0%		0		-100.0%		0.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ		545,650		38.3%		614,000		12.5%		33.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		1,627		0.1%		0		-100.0%		0.0%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%

		経常利益 ケイジョウ リエキ エイリ		547,278		38.4%		615,000		12.4%		33.0%				-5.4%

		特別利益 トクベツ リエキ		591		0.0%		0		-100.0%		0.0%

		特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0.0%		0		63.4%		0.0%

		税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		547,870		38.5%		0		-100.0%		0.0%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		329,113		23.1%		398,000		20.9%		21.4%
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				17年8月期第3四半期 ダイ シハンキ		18年8月期第3四半期 ダイ シハンキ

		人件費 ジンケンヒ		149		291

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		82		116

		地代家賃・消耗品 チダイ ヤチン ショウモウヒン		79		110

		その他 タ		185		206

		販売費及び一般管理費計 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ ケイ		497		725
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				2015年8月期				2016年8月期

						売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ				前期比 ゼンキヒ		売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒリツ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,423,702		100.0%		1,861,000		30.7%		100.0%

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		494,188		34.7%		0		-100.0%		0.0%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		929,514		65.3%		0		-100.0%		0.0%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		383,863		27.0%		0		-100.0%		0.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ		545,650		38.3%		614,000		12.5%		33.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		1,627		0.1%		0		-100.0%		0.0%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		0		0.0%		0		ERROR:#DIV/0!		0.0%

		経常利益 ケイジョウ リエキ エイリ		547,278		38.4%		615,000		12.4%		33.0%				-5.4%

		特別利益 トクベツ リエキ		591		0.0%		0		-100.0%		0.0%

		特別損失 トクベツ ソンシツ		0		0.0%		0		63.4%		0.0%

		税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ		547,870		38.5%		0		-100.0%		0.0%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		329,113		23.1%		398,000		20.9%		21.4%
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2018年8月期第３四半期 業績ハイライト

2018年8月期第３四半期累計期間は、売上高 2,819百万円、経常利益 1,064百万円、前年同期
比では39.9％増収、28.7％増益。
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2018年8月期第３四半期の業績

年間目標に対する進捗状況

第３四半期累計期間での状況

売上高2,819百円、前年同期比 39.9％増

経常利益1,064百円、同 28.7％増

当期純利益717百円、同 27.8％増

経常利益率は37.8%と前年同期比で3.2％低下
しているものの、ほぼ計画通りの利益率。

通期の成約組数は92組（前年比+25組）を目標
とし、第３四半期までの実績としては63組

通期の新規受託件数は192件（前年比＋49件）を
目標とし、第3四半期までの実績としては169件

累計成約組数は63組（前年同期比＋10組）、売
上高は2,819百万円と第３四半期累計としては過
去最高。

第3四半期で大型案件（１組あたりの売上が１億
円以上）の成約は3組（前年同期比＋1組）

第3四半期の新規受託件数は169件（前年同期比
＋64件）と順調

 M&Aコンサルタントを14名増員。組織変更によ
る体制の強化を図る。

福岡営業所及び名古屋営業所の移転により地域で
の営業を強化

6



コンサルタントの増員

当初計画では、2018年8月期末はコンサルタント50名、非コンサルタント14名を予定。
第３四半期末で既にコンサルタント53名、非コンサルタント17名に増員。
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組織体制（2017年12月1日付けで新組織体制に変更）

業務支援部により、M&A案件の専門サポート体制が実現し、社内教育も充実。受託業務に特化す
る業務推進部により、新規受託も計画を上回る実績を達成。M&A online編集部により、ポータ
ルサイト「M&A online」のアクセス数が飛躍的に増加。
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成約案件一覧①
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NO 成約年月 譲渡会社　業種 譲渡会社　所在地 譲受け会社　業種 譲受会社　所在地
1 2017年9月 製造 近畿 建設 近畿
2 2017年9月 レジャー 関東 IT 関東
3 2017年9月 製造 関東 製造 関東
4 2017年9月 製造 関東 卸・代理店 近畿
5 2017年9月 運輸・物流 関東 運輸・物流 関東
6 2017年10月 その他 近畿 その他 関東
7 2017年10月 製造 北海道・東北 その他 関東
8 2017年10月 医療・介護 北海道・東北 医療・介護 中部
9 2017年10月 運輸・物流 北海道・東北 運輸・物流 関東

10 2017年10月 卸・代理店 北海道・東北 レジャー 関東
11 2017年10月 医療・介護 関東 医療・介護 関東
12 2017年10月 製造 中部 卸・代理店 中部
13 2017年10月 サービス 北海道・東北 サービス 北海道・東北
14 2017年11月 外食・食品 北海道・東北 外食・食品 近畿
15 2017年11月 IT 関東 IT 中部
16 2017年11月 調剤 北海道・東北 調剤 北海道・東北
17 2017年11月 調剤 関東 調剤 関東
18 2017年11月 人材ビジネス 関東 人材ビジネス 関東
19 2017年11月 調剤 関東 調剤 関東
20 2017年11月 運輸・物流 北海道・東北 運輸・物流 北海道・東北

成約案件の状況：関東以外のエリアでの案件比率が増加


Sheet1

		NO		成約年月 セイヤク ネンゲツ		譲渡会社　業種 ジョウト ガイシャ ギョウシュ		譲渡会社　所在地 ジョウト ガイシャ ショザイチ		譲受け会社　業種 ユズリウ ガイシャ ギョウシュ		譲受会社　所在地 ユズリウケ ガイシャ ショザイチ

		1		42979		製造 セイゾウ		近畿 キンキ		建設 ケンセツ		近畿 キンキ

		2		42991		レジャー		関東 カントウ		IT		関東 カントウ

		3		43004		製造 セイゾウ		関東 カントウ		製造 セイゾウ		関東 カントウ

		4		43006		製造 セイゾウ		関東 カントウ		卸・代理店 オロシ ダイリテン		近畿 キンキ

		5		43007		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ

		6		43010		その他 ホカ		近畿 キンキ		その他 ホカ		関東 カントウ

		7		43010		製造 セイゾウ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		その他 ホカ		関東 カントウ

		8		43013		医療・介護 イリョウ カイゴ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		医療・介護 イリョウ カイゴ		中部 チュウブ

		9		43019		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ

		10		43026		卸・代理店 オロシ ダイリテン		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		レジャー		関東 カントウ

		11		43031		医療・介護 イリョウ カイゴ		関東 カントウ		医療・介護 イリョウ カイゴ		関東 カントウ

		12		43032		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		卸・代理店 オロシ ダイリテン		中部 チュウブ

		13		43035		サービス		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		サービス		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

		14		43040		外食・食品 ガイショク ショクヒン		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		外食・食品 ガイショク ショクヒン		近畿 キンキ

		15		43040		IT		関東 カントウ		IT		中部 チュウブ

		16		43040		調剤 チョウザイ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		調剤 チョウザイ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

		17		43040		調剤 チョウザイ		関東 カントウ		調剤 チョウザイ		関東 カントウ

		18		43040		人材ビジネス ジンザイ		関東 カントウ		人材ビジネス ジンザイ		関東 カントウ

		19		43040		調剤 チョウザイ		関東 カントウ		調剤 チョウザイ		関東 カントウ

		20		43048		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

		21		42739		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		大分 オオイタ		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		大分 オオイタ

		22		42739		人材派遣 ジンザイ ハケン		京都 キョウト		医療情報のプラットフォームの提供 イリョウ ジョウホウ テイキョウ		東京 トウキョウ

		23		42740		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		愛知 アイチ		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		北海道 ホッカイドウ

		24		42745		運送業 ウンソウギョウ		大阪 オオサカ		運送業 ウンソウギョウ		兵庫 ヒョウゴ

		25		42762		警備業 ケイビ ギョウ		神奈川 カナガワ		警備業 ケイビ ギョウ		宮城 ミヤギ

		26		42766		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		埼玉 サイタマ		調剤薬局 チョウザイ ヤッキョク		東京 トウキョウ

		27		42766		ホテル業 ギョウ		東京 トウキョウ		不動産投資コンサル フドウサン トウシ		東京 トウキョウ

		28		42766		ソフトウェアの販売 ハンバイ		東京 トウキョウ		情報システムの企画及び開発 ジョウホウ キカク オヨ カイハツ		東京 トウキョウ

		29		42773		光学部品製造 コウガク ブヒン セイゾウ		神奈川 カナガワ		タッチパネルの開発製造 カイハツ セイゾウ		群馬 グンマ

		30		42788		医薬機器卸 イヤク キキ オロシ		東京 トウキョウ		電線製造 デンセン セイゾウ		埼玉 サイタマ

		31		42789		飲食事業 インショク ジギョウ		東京 トウキョウ		コンサルティング		福島 フクシマ

		32		42793		船舶用金物の製造卸販売 センパクヨウ カナモノ セイゾウ オロシ ハンバイ		大阪 オオサカ		金属製品塗装		愛知 アイチ

		33		42793		物流業 ブツリュウ ギョウ		東京 トウキョウ		倉庫賃貸業 ソウコ チンタイ ギョウ		千葉 チバ

		34		42794		スーパーマーケット		埼玉 サイタマ		ディスカウントストア		東京 トウキョウ

		35		42794		特殊車輌の販売修理 トクシュ シャリョウ ハンバイ シュウリ		神奈川 カナガワ		産業車両の販売修理賃貸 サンギョウ シャリョウ ハンバイ シュウリ チンタイ		東京 トウキョウ
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成約案件一覧②
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NO 成約年月 譲渡会社　業種 譲渡会社　所在地 譲受け会社　業種 譲受会社　所在地
21 2017年11月 教育 関東 建設 関東
22 2017年11月 卸・代理店 中部 卸・代理店 近畿
23 2017年11月 卸・代理店 北海道・東北 外食・食品 近畿
24 2017年11月 外食・食品 関東 外食・食品 九州・沖縄
25 2017年12月 レジャー 中部 レジャー 近畿
26 2017年12月 製造 中部 製造 関東
27 2018年1月 小売・流通 中部 その他 関東
28 2018年1月 製造 近畿 その他 近畿
29 2018年1月 建設 関東 製造 関東
30 2018年1月 建設 関東 製造 関東
31 2018年1月 小売・流通 関東 外食・食品 関東
32 2018年2月 不動産 関東 不動産 関東
33 2018年2月 建設 中部 建設 中部
34 2018年2月 建設 九州・沖縄 建設 関東
35 2018年2月 製造 中部 製造 中部
36 2018年2月 小売・流通 関東 その他 関東
37 2018年2月 サービス 関東 外食・食品 北海道・東北
38 2018年2月 レジャー 近畿 不動産 近畿
39 2018年2月 小売・流通 関東 不動産 近畿
40 2018年2月 製造 中部 製造 中部


Sheet1

		NO		成約年月 セイヤク ネンゲツ		譲渡会社　業種 ジョウト ガイシャ ギョウシュ		譲渡会社　所在地 ジョウト ガイシャ ショザイチ		譲受け会社　業種 ユズリウ ガイシャ ギョウシュ		譲受会社　所在地 ユズリウケ ガイシャ ショザイチ

		21		43063		教育 キョウイク		関東 カントウ		建設 ケンセツ		関東 カントウ

		22		43067		卸・代理店 オロシ ダイリテン		中部 チュウブ		卸・代理店 オロシ ダイリテン		近畿 キンキ

		23		43069		卸・代理店 オロシ ダイリテン		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク		外食・食品 ガイショク ショクヒン		近畿 キンキ

		24		43069		外食・食品 ガイショク ショクヒン		関東 カントウ		外食・食品 ガイショク ショクヒン		九州・沖縄 キュウシュウ オキナワ

		25		43087		レジャー		中部 チュウブ		レジャー		近畿 キンキ

		26		43096		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		製造 セイゾウ		関東 カントウ

		27		43101		小売・流通 コウ リュウツウ		中部 チュウブ		その他 ホカ		関東 カントウ

		28		43122		製造 セイゾウ		近畿 キンキ		その他 ホカ		近畿 キンキ

		29		43130		建設 ケンセツ		関東 カントウ		製造 セイゾウ		関東 カントウ

		30		43131		建設 ケンセツ		関東 カントウ		製造 セイゾウ		関東 カントウ

		31		43131		小売・流通 コウ リュウツウ		関東 カントウ		外食・食品 ガイショク ショクヒン		関東 カントウ

		32		43132		不動産 フドウサン		関東 カントウ		不動産 フドウサン		関東 カントウ

		33		43136		建設 ケンセツ		中部 チュウブ		建設 ケンセツ		中部 チュウブ

		34		43144		建設 ケンセツ		九州・沖縄 キュウシュウ オキナワ		建設 ケンセツ		関東 カントウ

		35		43151		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		製造 セイゾウ		中部 チュウブ

		36		43152		小売・流通 コウ リュウツウ		関東 カントウ		その他 ホカ		関東 カントウ

		37		43157		サービス		関東 カントウ		外食・食品 ガイショク ショクヒン		北海道・東北 ホッカイドウ トウホク

		38		43157		レジャー		近畿 キンキ		不動産 フドウサン		近畿 キンキ

		39		43157		小売・流通 コウ リュウツウ		関東 カントウ		不動産 フドウサン		近畿 キンキ

		40		43157		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		製造 セイゾウ		中部 チュウブ

		41		43158		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ		その他 ホカ		関東 カントウ

		42		43159		医療・介護 イリョウ カイゴ		九州・沖縄 キュウシュウ オキナワ		医療・介護 イリョウ カイゴ		中国・四国 チュウゴク シコク

		43		43159		卸・代理店 オロシ ダイリテン		関東 カントウ		卸・代理店 オロシ ダイリテン		関東 カントウ





Sheet2





Sheet3







成約案件一覧③

Copyright© Strike Co., Ltd. All Rights Reserved.11

NO 成約年月 譲渡会社　業種 譲渡会社　所在地 譲受け会社　業種 譲受会社　所在地
41 2018年2月 運輸・物流 関東 その他 関東
42 2018年2月 医療・介護 九州・沖縄 医療・介護 中国・四国
43 2018年2月 卸・代理店 関東 卸・代理店 関東
44 2018年3月 運輸・物流 関東 運輸・物流 関東
45 2018年3月 IT 関東 その他 海外
46 2018年3月 小売・流通 関東 その他 関東
47 2018年3月 外食・食品 関東 外食・食品 関東
48 2018年3月 人材ビジネス 関東 人材ビジネス 関東
49 2018年4月 調剤 中部 調剤 中部
50 2018年4月 ビルメン 中部 人材ビジネス 関東
51 2018年4月 その他 近畿 その他 関東
52 2018年4月 レジャー 関東 建設 九州・沖縄
53 2018年4月 製造 中部 製造 中部
54 2018年4月 IT 近畿 サービス 中国・四国
55 2018年4月 サービス 関東 サービス 関東
56 2018年4月 印刷・メディア 中国・四国 印刷・メディア 関東
57 2018年5月 卸・代理店 関東 卸・代理店 関東
58 2018年5月 製造 中部 製造 近畿
59 2018年5月 製造 関東 製造 近畿
60 2018年5月 製造 近畿 製造 中部
61 2018年5月 建設 中部 医療・介護 関東
62 2018年5月 製造 東北 製造 関東
63 2018年5月 建設 中国・四国 建設 中国・四国


Sheet1

		NO		成約年月 セイヤク ネンゲツ		譲渡会社　業種 ジョウト ガイシャ ギョウシュ		譲渡会社　所在地 ジョウト ガイシャ ショザイチ		譲受け会社　業種 ユズリウ ガイシャ ギョウシュ		譲受会社　所在地 ユズリウケ ガイシャ ショザイチ

		41		43132		運輸・物流		関東		その他		関東

		42		43132		医療・介護		九州・沖縄		医療・介護		中国・四国

		43		43132		卸・代理店		関東		卸・代理店		関東

		44		43160		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ		運輸・物流 ウンユ ブツリュウ		関東 カントウ

		45		43160		IT		関東 カントウ		その他 ホカ		海外 カイガイ

		46		43160		小売・流通 コウ リュウツウ		関東 カントウ		その他 ホカ		関東 カントウ

		47		43160		外食・食品 ガイショク ショクヒン		関東 カントウ		外食・食品 ガイショク ショクヒン		関東 カントウ

		48		43160		人材ビジネス ジンザイ		関東 カントウ		人材ビジネス ジンザイ		関東 カントウ

		49		43191		調剤 チョウザイ		中部 チュウブ		調剤 チョウザイ		中部 チュウブ

		50		43191		ビルメン		中部 チュウブ		人材ビジネス ジンザイ		関東 カントウ

		51		43191		その他 ホカ		近畿 キンキ		その他 ホカ		関東 カントウ

		52		43191		レジャー		関東 カントウ		建設 ケンセツ		九州・沖縄 キュウシュウ オキナワ

		53		43191		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		製造 セイゾウ		中部 チュウブ

		54		43191		IT		近畿 キンキ		サービス		中国・四国 チュウゴク シコク

		55		43191		サービス		関東 カントウ		サービス		関東 カントウ

		56		43191		印刷・メディア インサツ		中国・四国 チュウゴク シコク		印刷・メディア インサツ		関東 カントウ

		57		43221		卸・代理店 オロシ ダイリテン		関東 カントウ		卸・代理店 オロシ ダイリテン		関東 カントウ

		58		43221		製造 セイゾウ		中部 チュウブ		製造 セイゾウ		近畿 キンキ

		59		43221		製造 セイゾウ		関東 カントウ		製造 セイゾウ		近畿 キンキ

		60		43221		製造 セイゾウ		近畿 キンキ		製造 セイゾウ		中部 チュウブ

		61		43221		建設 ケンセツ		中部 チュウブ		医療・介護 イリョウ カイゴ		関東 カントウ

		62		43221		製造 セイゾウ		東北 トウホク		製造 セイゾウ		関東 カントウ

		63		43221		建設 ケンセツ		中国・四国 チュウゴク シコク		建設 ケンセツ		中国・四国 チュウゴク シコク
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2018年8月期（今期）
通期業績見通し
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第２四半期で期ズレした大型案件も成約し、今期通期予想売上高3,531百万円（3Q進捗率
79.8%）、予想経常利益1,328百万円（3Q進捗率80.2%）に対する進捗率も順調に推移。

2018年8月期通期予想
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今期の見通し、2018年8月期第４四半期での施策

2018年8月期（通期）は、当初予想を据置き、売上高 3,531百万円、経常利益 1,328百万円を
予想。
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2018年8月期業績予想は据置き

事業動向：成約組数・受託件数予想も据置き

売上高3,531百円、前期比 14.2％増加

経常利益1,328百円、同 16.0％増加

当期純利益909百円、同 13.2％増加

 EPSは、47.00円*を予想（前期 43.39円* ）

配当は、9.00円*を予定。配当性向は 19.2％

* 6月1日付けでの株式分割考慮後の数値となります。

成約組数は当初予定92組、前期比+25組を目標

新規受託件数は当初予定192件を目標、同 +49件

 M&Aコンサルタント は当初予定の50名（同11名
増）を上回る採用実績

14

営業施策等

６月～７月に全国16会場で「M&Aによる賢い出
口戦略セミナー」を開催。

 M&A onlineを通じたM&A普及活動を継続

案件・人員の増加に対応するため、本社オフィス
を増床。

来期以降を見据えた人員採用活動



M&Aのポータルサイト「M&A online」によるM&A普及活動
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（https://maonline.jp/）
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2018年5月は
60万超のPV

M&A News：公表されたM&Aをニュース配信
大量保有報告書DB：過去に提出された大量保有報告書のDB
M&Aアーカイブス：企業のM&Aの歴史を検証

（主なコンテンツ）

M&A onlineの月間ページビュー推移

https://maonline.jp/


割 当 対 象 者 役員２名、従業員38名

対象期 業績条件

行 使 条 件 ① 2018年8月期 営業利益1,300百万円

行 使 条 件 ②
2019年8月期 どちらかの期で

営業利益2,000百万円2020年8月期
※ 行使条件①及び②の両方を満たさない限り、権利行使ができない。

有償ストックオプションの活用

2017年12月に役員及び従業員を対象を有償ストック・オプションを発行。
業績を権利行使条件とすることで、会社全体の利益への意識付けを行い、全社一丸となって業績
達成にコミット。

Copyright© Strike Co., Ltd. All Rights Reserved.16

前期（2017年8月期）における営業利益1,150百万円を基準に、
毎期平均20％以上の増益を維持しなければ権利行使できない。



株主還元方針①株主優待
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株主優待制度（今期より導入）

期末（毎年8月31日）時点で1単元（100株）以上を保有する株主に対して、
年1回クオカード1,000円を贈呈。

優待品は、11月開催予定の定時株主総会終了後に送付する決議通知に同封する予定。



株主還元方針②配当
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（3.66円）

＜注＞
一株当たり配当額は、
2016年2月29日、2016年
12月1日及び2018年6月1
日に実施した各株式分割を
反映した数字

（5.83円） （8.00円）
（1.06円）

（百万円）

配当性向20％を目標に配当する方針。
配当金は前期の1株8円から9円への増配を予定。

（9.00円）



中長期経営方針
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国内M&A市場で件数トップを狙う

事業承継M&A市場での一層のシェア増大を図るとともに、新規分野の案件も積極的に開拓、
M&A仲介市場でのリーダーを目指す。中期的には売上で年2割の成長を目指す。

 国内M&A市場における案件数
トップを実現することを、
中・長期的課題とする

 事業承継以外の案件：
スタートアップ企業のExit手法
としてのM&Aビジネスを開拓
する

 事業承継M&A：数年は市場の
拡大が見込まれるが、上記案
件増加により、事業承継案件
への依存度は低下

売上構成比の推移イメージ

事業承継以外の案件

事業承継M&A

国内M&A市場での件数トップを狙う！
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コンサルタント1人当たり成約組数の拡大

人員の急増により、営業1人当たり成約組数は横這いとなっているが、
システム投資を行い、1人当たり成約組数を段階的に増加させる。
一人当たりの売上・利益を高めることを目標とする。
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スタートアップ企業の出口戦略としてのM&Aニーズの増加

日本のスタートアップ企業のExitがIPOに偏っているのに対し、米国はM&Aが主流。
米国でも最初からM&Aが主流だったわけではなく、時間をかけてM&Aが主流になっていった。
今後は日本でも時間をかけてM&Aが主流になっていく可能性が高い。
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米国におけるVC支援企業のExit状況

出所：ベンチャー白書2016一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター
NVCA YEARBOOK 2015 & 2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

IPO
M&A

日本におけるVC（ベンチャー・キャピタル）のExitの状況

VCのExitにおけるM&A：IPOの比率



スタートアップ企業のExit案件の開拓

起業家やスタートアップ企業とのネットワーク強化等を通じて、スタートアップ企業のExitを目
的としたM&A市場の開拓にも注力していく。
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大手企業
ベンチャー
キャピタル
（VC）

起業家スタートアップ
企業

スタートアップ企業への
直接営業を
積極的に推進

スタートアップ企業の経営者が
集まる場所に積極的に参加し、

接点を増加させる

Exit時の買い手となり得る
大手企業との関係を構築

VCに対する案件開拓に注力する

• スタートアップ支援企業等との協働を通じて新
規案件を開拓

• 「M&A online」にITスタートアップの関心を
引く記事を取り入れ、営業ツールとして活用



会社概要
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会 社 名 株式会社ストライク

設 立 1997年7月

資 本 金 823百万円（2018年5月末）

代 表 代表取締役社長 荒井 邦彦

本 社 所 在 地 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ18階

従 業 員 数 70名（臨時雇用者除く、2018年5月末）

売 上 高 ・ 営 業 利 益 売上高3,092百万円・営業利益1,150百万円（営業利益率37.2%）【2017年8月期通期】

事 業 概 要 M&Aの仲介業務

経 営 理 念
「価値あるM&Aの創出に、まっすぐです」を、企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応した
M&Aを提案。経営環境の変化や時代の変遷に対応する企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支
援することにより、広く社会に貢献することを経営理念とし、その実現のために、M&A件数で
日本トップとなることを目標とする。

会社概要

｢価値あるM&Aの創出に、まっすぐです」を企業信条とする、公認会計士を中心とした
プロフェッショナル集団。日本で最初にネットを利用したM&A市場を創設。
現代日本の喫緊の課題の一つである中小企業の事業承継市場を中心に事業を展開中
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ご留意事項
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 本資料は、株式会社ストライクの業界動向及び事業内容について、株式会社ストライクによる現時点
における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。

 これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。
既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する
表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます。

 株式会社ストライクの実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と
異なる場合がございます。

 本資料における将来展望に関する表明は、本資料開示時点（2018年6月28日現在）において利用可能
な情報に基づいて株式会社ストライクによりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、
将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではございません。
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