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免責事項

• 本資料は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下：当社）の業界動向、事業内容について、当社による現

時点における予定、推定、見込又は予想に基づいた将来展望についても言及しています。

• 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。すで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

こす可能性があります。

• 当社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あります。

• 本資料における将来展望に関する表明は、2020年８月４日現在において利用可能な情報に基づいて当社によりなさ

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

ではありません。
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単位：百万円
前期実績 当期実績

（4月-6月）
単体

（4月-6月）
連結

増減 増減率

売上高 503 823 319 63.5%

営業利益 32 116 84 259.0%

経常利益 30 106 76 253.5%

親会社株主に帰属する四半期純利益 19 67 48 253.2%

EBITDA 102 230 128 125.6%

2021年３月第１四半期(4月～6月) 損益実績

3

※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、損益の連結決算は2020年７月より開始。
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2021年３月第１四半期(4月～6月) 損益実績
（セグメント別損益）
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※１ セグメント間の内部売上高の振替高
※２ セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用

※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を
連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、
損益の連結決算は2020年７月より開始。

単位：百万円
前期実績 当期実績

（4月-6月）
単体

（4月-6月）
連結

増減 増減率

売上高 503 823 319 63.5%

メディア事業 294 354 59 20.3%

ソリューション事業 208 469 261 125.3%

調整額　※１ － -1 -1 －

営業利益 32 116 84 259.0%

メディア事業 97 157 60 61.5%

ソリューション事業 37 69 31 84.2%

調整額　※２ -103 -110 -7 －
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2021年３月第１四半期(4月～6月) 損益実績
（セグメント別売上高）
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※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、損益の連結決算は2020年７月より開始。

単位：百万円
前期実績 当期実績

（4月-6月）
単体

（4月-6月）
連結

増減 増減率

メディア事業 294 354 59 20.3%

広告収入 273 318 44 16.3%

課金収入 15 27 12 85.2%

その他 6 8 2 37.0%

ソリューション事業 208 469 261 125.3%

ストック売上 207 409 202 97.8%

スポット(一時）売上 1 60 58 4193.3%

調整額 － -1 -1 －

売上高合計 503 823 319 63.5%


BS

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

								2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年3月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ												2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年３月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ

								単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ										単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ

						現金預金 ゲンキン ヨキン		2,045  		52.1%		1,311  		37.7%		1,625  		31.1%		2,063  		35.2%		1,982  		33.1%										2,045,173,425		52.1%		1,311,042,800		37.7%		1,625,316,256		31.1%		2,063,777,116		35.2%		1,982,722,149		33.1%

						その他 タ		350  		8.9%		483  		13.9%		559  		10.7%		653  		11.1%		458  		7.7%										350,704,349		8.9%		483,710,139		13.9%		559,809,646		10.7%		653,481,999		11.1%		458,797,542		7.7%

				流動資産 リュウドウ シサン				2,395  		61.0%		1,794  		51.6%		2,185  		41.8%		2,717  		46.3%		2,441  		40.8%										2,395,877,774		61.0%		1,794,752,939		51.6%		2,185,125,902		41.8%		2,717,259,115		46.3%		2,441,519,691		40.8%

				固定資産 コテイ シサン				1,530  		39.0%		1,685  		48.4%		3,036  		58.2%		3,149  		53.7%		3,546  		59.2%										1,530,901,920		39.0%		1,685,596,443		48.4%		3,036,419,489		58.2%		3,149,482,978		53.7%		3,546,531,398		59.2%

				総資産 ソウシサン				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

						1年内返済借入金・社債 ネンナイ ヘンサイ カリイレ キン シャサイ		680  		17.3%		260  		7.5%		386  		7.4%		333  		5.7%		418  		7.0%										680,982,000		17.3%		260,688,000		7.5%		386,478,000		7.4%		333,308,000		5.7%		418,082,000		7.0%

						その他 タ		277  		7.1%		259  		7.5%		407  		7.8%		435  		7.4%		369  		6.2%										277,118,628		7.1%		259,507,366		7.5%		407,175,596		7.8%		435,328,553		7.4%		369,780,107		6.2%

				流動負債 リュウドウ フサイ				958  		24.4%		520  		14.9%		793  		15.2%		768  		13.1%		787  		13.2%										958,100,628		24.4%		520,195,366		14.9%		793,653,596		15.2%		768,636,553		13.1%		787,862,107		13.2%

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン シャサイ		281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,274  		21.7%		1,507  		25.2%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,274,207,000		21.7%		1,507,756,000		25.2%

						その他 タ		－		－		－		－		－		－		53  		0.9%		52  		0.9%												0.0%				0.0%				0.0%		53,700,694		0.9%		52,711,997		0.9%

				固定負債 コテイ フサイ				281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,327  		22.6%		1,560  		26.1%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,327,907,694		22.6%		1,560,467,997		26.1%

				総負債 ソウ フサイ				1,239  		31.6%		704  		20.3%		2,181  		41.8%		2,096  		35.7%		2,348  		39.2%										1,239,940,628		31.6%		704,831,366		20.3%		2,181,071,596		41.8%		2,096,544,247		35.7%		2,348,330,104		39.2%

				純資産 ジュンシサン				2,686  		68.4%		2,775  		79.7%		3,040  		58.2%		3,770  		64.3%		3,639  		60.8%										2,686,839,066		68.4%		2,775,518,016		79.7%		3,040,473,795		58.2%		3,770,197,846		64.3%		3,639,720,985		60.8%

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

																																				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE





PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%								503,401,880		823,123,657		319,721,777		0.6351223341

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%								32,511,925		116,705,088		84,193,163		2.5896086744

						経常利益 ケイジョウ リエキ				30		106		76		253.5%								30,148,747		106,563,882		76,415,135		2.5346040086

						親会社株主に帰属する当期純利益				19		67		48		253.2%								19,136,994		67,588,780		48,451,786		2.5318389085



						EBITDA				102		230		128		125.6%								102,090,576		230,324,983		128,234,407		1.2560846654







セグメント別PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%

								メディア事業 ジギョウ		294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								ソリューション事業 ジギョウ		208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								調整額　※１ チョウセイ ガク		－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%						32,511,925		116,705,088		84,193,163		259.0%

								メディア事業 ジギョウ		97		157		60		61.5%						97,655,531		157,748,068		60,092,537		61.5%

								ソリューション事業 ジギョウ		37		69		31		84.2%						37,947,663		69,911,876		31,964,213		84.2%

								調整額　※２ チョウセイ ガク		(103)		(110)		(7)		－						-103,091,269		-110,954,856		(7,863,587)		7.6%







セグメント売上高

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		273		318		44		16.3%						273,687,144		318,373,600		44,686,456		16.3%

								課金収入 カキン シュウニュウ		15		27		12		85.2%						15,029,854		27,829,300		12,799,446		85.2%

								その他 タ		6		8		2		37.0%						6,218,808		8,521,060		2,302,252		37.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								ストック売上 ウリアゲ		207		409		202		97.8%						207,066,074		409,493,944

tc={3CF8C7BE-95AD-4CC4-B822-68B6759442A0}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		202,427,870		97.8%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		1		60		58		4193.3%						1,400,000		60,105,753		58,705,753		4193.3%

						調整額 チョウセイ ガク				－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%







予想



						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		計画
（通期） ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.31%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.33%

						営業利益 エイギョウ リエキ				256		430		523		266		103.7%				700		176		33.8%						256,944,341		430,000,000		523,336,901		266,392,560		103.68%				700,000,000		176,663,099		33.76%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				208		400		504		295		141.9%				680		175		34.9%						208,434,253		400,000,000		504,242,159		295,807,906		141.92%				680,000,000		175,757,841		34.86%

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				253		400		447		194		76.8%				500		52		11.7%						253,141,998		400,000,000		447,567,824		194,425,826		76.81%				500,000,000		52,432,176		11.71%



						EBITDA				494		780		861		367		74.3%				1,200		338		39.3%						494,277,575		780,000,000		861,421,371		367,143,796		74.28%				1,200,000,000		338,578,629		39.30%







予想 (セグメント)

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		当期計画
（通期） トウキ ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				953		1,270		1,351		397		41.7%				1,351		－		－						953,550,142		1,270,000,000		1,351,207,354		397,657,212		41.7%				1,351,207,354		0		0.0%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		862		1,140		1,235		373		43.3%				1,235		－		－						862,253,040		1,140,000,000		1,235,888,651		373,635,611		43.3%				1,235,888,651		0		0.0%

								課金収入 カキン シュウニュウ		50		80		75		24		47.2%				115		40		53.7%						50,946,132		80,000,000		75,015,506		24,069,374		47.2%				115,318,703		40,303,197		53.7%

								その他 タ		40		50		40		0		-0.1%				－		(40)		－						40,350,970		50,000,000		40,303,197		(47,773)		-0.1%				0		(40,303,197)		-100.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				1,078		1,430		1,449		370		34.3%				2,648		1,199		82.8%						1,078,982,362		1,430,000,000		1,449,113,319		370,130,957		34.3%				2,648,792,646		1,199,679,327		82.8%

								ストック売上 ウリアゲ		782		1,030		1,032		250		32.1%				2,000		967		93.6%						782,048,850		1,030,000,000		1,032,968,609		250,919,759		32.1%				2,000,000,000		967,031,391		93.6%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		296		400		416		119		40.1%				648		232		55.9%						296,933,512		400,000,000		416,144,710		119,211,198		40.1%				648,792,646		232,647,936		55.9%

						調整額 チョウセイ ガク				－		－		(9)		(9)		－				－		9		－						0		0		(9,500,000)		(9,500,000)		ERROR:#DIV/0!				0		9,500,000		-100.0%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.3%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.3%
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単位：百万円

2019年３月末 2019年９月末 2019年12月末 2020年3月末 2020年6月末

単体 構成比 単体 構成比 連結 構成比 連結 構成比 連結 構成比

現金預金 2,045  52.1% 1,311  37.7% 1,625  31.1% 2,063  35.2% 1,982  33.1%

その他 350  8.9% 483  13.9% 559  10.7% 653  11.1% 458  7.7%

流動資産 2,395  61.0% 1,794  51.6% 2,185  41.8% 2,717  46.3% 2,441  40.8%

固定資産 1,530  39.0% 1,685  48.4% 3,036  58.2% 3,149  53.7% 3,546  59.2%

総資産 3,926  100.0% 3,480  100.0% 5,221  100.0% 5,866  100.0% 5,988  100.0%

1年内返済借入金・社債 680  17.3% 260  7.5% 386  7.4% 333  5.7% 418  7.0%

その他 277  7.1% 259  7.5% 407  7.8% 435  7.4% 369  6.2%

流動負債 958  24.4% 520  14.9% 793  15.2% 768  13.1% 787  13.2%

長期借入金・社債 281  7.2% 184  5.3% 1,387  26.6% 1,274  21.7% 1,507  25.2%

その他 － － － － － － 53  0.9% 52  0.9%

固定負債 281  7.2% 184  5.3% 1,387  26.6% 1,327  22.6% 1,560  26.1%

総負債 1,239  31.6% 704  20.3% 2,181  41.8% 2,096  35.7% 2,348  39.2%

純資産 2,686  68.4% 2,775  79.7% 3,040  58.2% 3,770  64.3% 3,639  60.8%

負債純資産合計 3,926  100.0% 3,480  100.0% 5,221  100.0% 5,866  100.0% 5,988  100.0%

6

2021年３月第１四半期末(6月末) 貸借対照表

※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2019年12月末より貸借の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年6月末より貸借の連結決算を開始。
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2021年３月期通期業績予想

7

※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、損益の連結決算は2020年７月より開始。

※ 2021年３月期計画にロボット投信株式会社の業績計画は含めておりません。

単位：百万円
2021年３月期 計画

2020年３月期実績
（通期）

計画
（通期）

前期増減額 増減率

売上高 2,790 4,000 1,209 43.3%

営業利益 523 700 176 33.8%

経常利益 504 680 175 34.9%

親会社株主に帰属する当期純利益 447 500 52 11.7%

EBITDA 861 1,200 338 39.3%


BS

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

								2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年3月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ												2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年３月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ

								単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ										単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ

						現金預金 ゲンキン ヨキン		2,045  		52.1%		1,311  		37.7%		1,625  		31.1%		2,063  		35.2%		1,982  		33.1%										2,045,173,425		52.1%		1,311,042,800		37.7%		1,625,316,256		31.1%		2,063,777,116		35.2%		1,982,722,149		33.1%

						その他 タ		350  		8.9%		483  		13.9%		559  		10.7%		653  		11.1%		458  		7.7%										350,704,349		8.9%		483,710,139		13.9%		559,809,646		10.7%		653,481,999		11.1%		458,797,542		7.7%

				流動資産 リュウドウ シサン				2,395  		61.0%		1,794  		51.6%		2,185  		41.8%		2,717  		46.3%		2,441  		40.8%										2,395,877,774		61.0%		1,794,752,939		51.6%		2,185,125,902		41.8%		2,717,259,115		46.3%		2,441,519,691		40.8%

				固定資産 コテイ シサン				1,530  		39.0%		1,685  		48.4%		3,036  		58.2%		3,149  		53.7%		3,546  		59.2%										1,530,901,920		39.0%		1,685,596,443		48.4%		3,036,419,489		58.2%		3,149,482,978		53.7%		3,546,531,398		59.2%

				総資産 ソウシサン				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

						1年内返済借入金・社債 ネンナイ ヘンサイ カリイレ キン シャサイ		680  		17.3%		260  		7.5%		386  		7.4%		333  		5.7%		418  		7.0%										680,982,000		17.3%		260,688,000		7.5%		386,478,000		7.4%		333,308,000		5.7%		418,082,000		7.0%

						その他 タ		277  		7.1%		259  		7.5%		407  		7.8%		435  		7.4%		369  		6.2%										277,118,628		7.1%		259,507,366		7.5%		407,175,596		7.8%		435,328,553		7.4%		369,780,107		6.2%

				流動負債 リュウドウ フサイ				958  		24.4%		520  		14.9%		793  		15.2%		768  		13.1%		787  		13.2%										958,100,628		24.4%		520,195,366		14.9%		793,653,596		15.2%		768,636,553		13.1%		787,862,107		13.2%

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン シャサイ		281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,274  		21.7%		1,507  		25.2%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,274,207,000		21.7%		1,507,756,000		25.2%

						その他 タ		－		－		－		－		－		－		53  		0.9%		52  		0.9%												0.0%				0.0%				0.0%		53,700,694		0.9%		52,711,997		0.9%

				固定負債 コテイ フサイ				281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,327  		22.6%		1,560  		26.1%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,327,907,694		22.6%		1,560,467,997		26.1%

				総負債 ソウ フサイ				1,239  		31.6%		704  		20.3%		2,181  		41.8%		2,096  		35.7%		2,348  		39.2%										1,239,940,628		31.6%		704,831,366		20.3%		2,181,071,596		41.8%		2,096,544,247		35.7%		2,348,330,104		39.2%

				純資産 ジュンシサン				2,686  		68.4%		2,775  		79.7%		3,040  		58.2%		3,770  		64.3%		3,639  		60.8%										2,686,839,066		68.4%		2,775,518,016		79.7%		3,040,473,795		58.2%		3,770,197,846		64.3%		3,639,720,985		60.8%

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

																																				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE





PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%								503,401,880		823,123,657		319,721,777		0.6351223341

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%								32,511,925		116,705,088		84,193,163		2.5896086744

						経常利益 ケイジョウ リエキ				30		106		76		253.5%								30,148,747		106,563,882		76,415,135		2.5346040086

						親会社株主に帰属する当期純利益				19		67		48		253.2%								19,136,994		67,588,780		48,451,786		2.5318389085



						EBITDA				102		230		128		125.6%								102,090,576		230,324,983		128,234,407		1.2560846654







セグメント別PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%

								メディア事業 ジギョウ		294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								ソリューション事業 ジギョウ		208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								調整額　※１ チョウセイ ガク		－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%						32,511,925		116,705,088		84,193,163		259.0%

								メディア事業 ジギョウ		97		157		60		61.5%						97,655,531		157,748,068		60,092,537		61.5%

								ソリューション事業 ジギョウ		37		69		31		84.2%						37,947,663		69,911,876		31,964,213		84.2%

								調整額　※２ チョウセイ ガク		(103)		(110)		(7)		－						-103,091,269		-110,954,856		(7,863,587)		7.6%







セグメント売上高

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		273		318		44		16.3%						273,687,144		318,373,600		44,686,456		16.3%

								課金収入 カキン シュウニュウ		15		27		12		85.2%						15,029,854		27,829,300		12,799,446		85.2%

								その他 タ		6		8		2		37.0%						6,218,808		8,521,060		2,302,252		37.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								ストック売上 ウリアゲ		207		409		202		97.8%						207,066,074		409,493,944

tc={3CF8C7BE-95AD-4CC4-B822-68B6759442A0}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		202,427,870		97.8%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		1		60		58		4193.3%						1,400,000		60,105,753		58,705,753		4193.3%

						調整額 チョウセイ ガク				－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%







予想



						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		計画
（通期） ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.31%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.33%

						営業利益 エイギョウ リエキ				256		430		523		266		103.7%				700		176		33.8%						256,944,341		430,000,000		523,336,901		266,392,560		103.68%				700,000,000		176,663,099		33.76%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				208		400		504		295		141.9%				680		175		34.9%						208,434,253		400,000,000		504,242,159		295,807,906		141.92%				680,000,000		175,757,841		34.86%

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				253		400		447		194		76.8%				500		52		11.7%						253,141,998		400,000,000		447,567,824		194,425,826		76.81%				500,000,000		52,432,176		11.71%



						EBITDA				494		780		861		367		74.3%				1,200		338		39.3%						494,277,575		780,000,000		861,421,371		367,143,796		74.28%				1,200,000,000		338,578,629		39.30%







予想 (セグメント)

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		当期計画
（通期） トウキ ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				953		1,270		1,351		397		41.7%				1,351		－		－						953,550,142		1,270,000,000		1,351,207,354		397,657,212		41.7%				1,351,207,354		0		0.0%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		862		1,140		1,235		373		43.3%				1,235		－		－						862,253,040		1,140,000,000		1,235,888,651		373,635,611		43.3%				1,235,888,651		0		0.0%

								課金収入 カキン シュウニュウ		50		80		75		24		47.2%				115		40		53.7%						50,946,132		80,000,000		75,015,506		24,069,374		47.2%				115,318,703		40,303,197		53.7%

								その他 タ		40		50		40		0		-0.1%				－		(40)		－						40,350,970		50,000,000		40,303,197		(47,773)		-0.1%				0		(40,303,197)		-100.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				1,078		1,430		1,449		370		34.3%				2,648		1,199		82.8%						1,078,982,362		1,430,000,000		1,449,113,319		370,130,957		34.3%				2,648,792,646		1,199,679,327		82.8%

								ストック売上 ウリアゲ		782		1,030		1,032		250		32.1%				2,000		967		93.6%						782,048,850		1,030,000,000		1,032,968,609		250,919,759		32.1%				2,000,000,000		967,031,391		93.6%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		296		400		416		119		40.1%				648		232		55.9%						296,933,512		400,000,000		416,144,710		119,211,198		40.1%				648,792,646		232,647,936		55.9%

						調整額 チョウセイ ガク				－		－		(9)		(9)		－				－		9		－						0		0		(9,500,000)		(9,500,000)		ERROR:#DIV/0!				0		9,500,000		-100.0%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.3%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.3%
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2021年３月期通期業績予想
（セグメント別損益）

単位：百万円
2021年３月期 計画

2020年３月期実績
（通期）

計画
（通期）

増減額 増減率

売上高 2,790 4,000 1,209 43.3%

メディア事業 1,351 1,351 － －

ソリューション事業 1,449 2,648 1,199 82.8%

調整額　※１ -9 － 9 －

営業利益 523 700 176 33.8%

メディア事業 545 545 － －

ソリューション事業 409 654 244 59.7%

調整額　※２ -432 -500 -67 －

※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を
連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、
損益の連結決算は2020年７月より開始。

※１ セグメント間の内部売上高の振替高
※２ セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用


BS

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

								2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年3月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ												2019年３月末 ネン ガツ マツ				2019年９月末 ネン ガツ マツ				2019年12月末 ネン ガツ マツ				2020年３月末 ネン ガツ マツ				2020年6月末 ネン ガツ マツ

								単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ										単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		単体 タンタイ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ		連結 レンケツ		構成比 コウセイヒ

						現金預金 ゲンキン ヨキン		2,045  		52.1%		1,311  		37.7%		1,625  		31.1%		2,063  		35.2%		1,982  		33.1%										2,045,173,425		52.1%		1,311,042,800		37.7%		1,625,316,256		31.1%		2,063,777,116		35.2%		1,982,722,149		33.1%

						その他 タ		350  		8.9%		483  		13.9%		559  		10.7%		653  		11.1%		458  		7.7%										350,704,349		8.9%		483,710,139		13.9%		559,809,646		10.7%		653,481,999		11.1%		458,797,542		7.7%

				流動資産 リュウドウ シサン				2,395  		61.0%		1,794  		51.6%		2,185  		41.8%		2,717  		46.3%		2,441  		40.8%										2,395,877,774		61.0%		1,794,752,939		51.6%		2,185,125,902		41.8%		2,717,259,115		46.3%		2,441,519,691		40.8%

				固定資産 コテイ シサン				1,530  		39.0%		1,685  		48.4%		3,036  		58.2%		3,149  		53.7%		3,546  		59.2%										1,530,901,920		39.0%		1,685,596,443		48.4%		3,036,419,489		58.2%		3,149,482,978		53.7%		3,546,531,398		59.2%

				総資産 ソウシサン				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

						1年内返済借入金・社債 ネンナイ ヘンサイ カリイレ キン シャサイ		680  		17.3%		260  		7.5%		386  		7.4%		333  		5.7%		418  		7.0%										680,982,000		17.3%		260,688,000		7.5%		386,478,000		7.4%		333,308,000		5.7%		418,082,000		7.0%

						その他 タ		277  		7.1%		259  		7.5%		407  		7.8%		435  		7.4%		369  		6.2%										277,118,628		7.1%		259,507,366		7.5%		407,175,596		7.8%		435,328,553		7.4%		369,780,107		6.2%

				流動負債 リュウドウ フサイ				958  		24.4%		520  		14.9%		793  		15.2%		768  		13.1%		787  		13.2%										958,100,628		24.4%		520,195,366		14.9%		793,653,596		15.2%		768,636,553		13.1%		787,862,107		13.2%

						長期借入金・社債 チョウキ カリイレ キン シャサイ		281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,274  		21.7%		1,507  		25.2%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,274,207,000		21.7%		1,507,756,000		25.2%

						その他 タ		－		－		－		－		－		－		53  		0.9%		52  		0.9%												0.0%				0.0%				0.0%		53,700,694		0.9%		52,711,997		0.9%

				固定負債 コテイ フサイ				281  		7.2%		184  		5.3%		1,387  		26.6%		1,327  		22.6%		1,560  		26.1%										281,840,000		7.2%		184,636,000		5.3%		1,387,418,000		26.6%		1,327,907,694		22.6%		1,560,467,997		26.1%

				総負債 ソウ フサイ				1,239  		31.6%		704  		20.3%		2,181  		41.8%		2,096  		35.7%		2,348  		39.2%										1,239,940,628		31.6%		704,831,366		20.3%		2,181,071,596		41.8%		2,096,544,247		35.7%		2,348,330,104		39.2%

				純資産 ジュンシサン				2,686  		68.4%		2,775  		79.7%		3,040  		58.2%		3,770  		64.3%		3,639  		60.8%										2,686,839,066		68.4%		2,775,518,016		79.7%		3,040,473,795		58.2%		3,770,197,846		64.3%		3,639,720,985		60.8%

				負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				3,926  		100.0%		3,480  		100.0%		5,221  		100.0%		5,866  		100.0%		5,988  		100.0%										3,926,779,694		100.0%		3,480,349,382		100.0%		5,221,545,391		100.0%		5,866,742,093		100.0%		5,988,051,089		100.0%

																																				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE				TRUE





PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%								503,401,880		823,123,657		319,721,777		0.6351223341

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%								32,511,925		116,705,088		84,193,163		2.5896086744

						経常利益 ケイジョウ リエキ				30		106		76		253.5%								30,148,747		106,563,882		76,415,135		2.5346040086

						親会社株主に帰属する当期純利益				19		67		48		253.2%								19,136,994		67,588,780		48,451,786		2.5318389085



						EBITDA				102		230		128		125.6%								102,090,576		230,324,983		128,234,407		1.2560846654







セグメント別PL

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%

								メディア事業 ジギョウ		294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								ソリューション事業 ジギョウ		208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								調整額　※１ チョウセイ ガク		－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						営業利益 エイギョウ リエキ				32		116		84		259.0%						32,511,925		116,705,088		84,193,163		259.0%

								メディア事業 ジギョウ		97		157		60		61.5%						97,655,531		157,748,068		60,092,537		61.5%

								ソリューション事業 ジギョウ		37		69		31		84.2%						37,947,663		69,911,876		31,964,213		84.2%

								調整額　※２ チョウセイ ガク		(103)		(110)		(7)		－						-103,091,269		-110,954,856		(7,863,587)		7.6%







セグメント売上高

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

										前期実績		当期実績

										（4月-6月）
単体 ガツ ガツ タンタイ		（4月-6月）
連結 ガツ ガツ レンケツ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				294		354		59		20.3%						294,935,806		354,723,960		59,788,154		20.3%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		273		318		44		16.3%						273,687,144		318,373,600		44,686,456		16.3%

								課金収入 カキン シュウニュウ		15		27		12		85.2%						15,029,854		27,829,300		12,799,446		85.2%

								その他 タ		6		8		2		37.0%						6,218,808		8,521,060		2,302,252		37.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				208		469		261		125.3%						208,466,074		469,599,697		261,133,623		125.3%

								ストック売上 ウリアゲ		207		409		202		97.8%						207,066,074		409,493,944

tc={3CF8C7BE-95AD-4CC4-B822-68B6759442A0}: [スレッド化されたコメント]

使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

コメント:
    MIソリューション売上
PTソリューション原価
セグメント間取引20万消去調整
※MI-PTP_内部取引相殺_ASPｻｰﾋﾞｽ料_202006		202,427,870		97.8%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		1		60		58		4193.3%						1,400,000		60,105,753		58,705,753		4193.3%

						調整額 チョウセイ ガク				－		(1)		(1)		－						0		(1,200,000)		(1,200,000)		ERROR:#DIV/0!

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				503		823		319		63.5%						503,401,880		823,123,657		319,721,777		63.5%







予想



						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		計画
（通期） ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		前期増減額 ゼンキ ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.31%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.33%

						営業利益 エイギョウ リエキ				256		430		523		266		103.7%				700		176		33.8%						256,944,341		430,000,000		523,336,901		266,392,560		103.68%				700,000,000		176,663,099		33.76%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				208		400		504		295		141.9%				680		175		34.9%						208,434,253		400,000,000		504,242,159		295,807,906		141.92%				680,000,000		175,757,841		34.86%

						親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				253		400		447		194		76.8%				500		52		11.7%						253,141,998		400,000,000		447,567,824		194,425,826		76.81%				500,000,000		52,432,176		11.71%



						EBITDA				494		780		861		367		74.3%				1,200		338		39.3%						494,277,575		780,000,000		861,421,371		367,143,796		74.28%				1,200,000,000		338,578,629		39.30%







予想 (セグメント別PL)

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		計画
（通期） ケイカク ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						売上高 ウリアゲ ダカ				2,790		4,000		1,209		43.3%						2,790,820,673		4,000,000,000		1,209,179,327		43.3%

								メディア事業 ジギョウ		1,351		1,351		－		－						1,351,207,354		1,351,207,354		0		0.0%

								ソリューション事業 ジギョウ		1,449		2,648		1,199		82.8%						1,449,113,319		2,648,792,646		1,199,679,327		82.8%

								調整額　※１ チョウセイ ガク		(9)		－		9		－						(9,500,000)		0		9,500,000		-100.0%

						営業利益 エイギョウ リエキ				523		700		176		33.8%						523,336,901		700,000,000		176,663,099		33.8%

								メディア事業 ジギョウ		545		545		－		－						545,972,728		545,972,728		0		0.0%

								ソリューション事業 ジギョウ		409		654		244		59.7%						409,620,046		654,027,272		244,407,226		59.7%

								調整額　※２ チョウセイ ガク		(432)		(500)		(67)		－						(432,255,873)		(500,000,000)		(67,744,127)		15.7%







予想 (セグメント)

						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

												2020年３月期 ネン ガツキ										2021年３月期 計画 ネン ガツキ ケイカク

										2019年３月期
（通期） ネン ガツキ ツウキ		当期計画
（通期） トウキ ケイカク ツウキ		2020年３月期実績
（通期） ネン ガツキ ジッセキ ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ				計画
（通期） ケイカク ツウキ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

						メディア事業 ジギョウ				953		1,270		1,351		397		41.7%				1,351		－		－						953,550,142		1,270,000,000		1,351,207,354		397,657,212		41.7%				1,351,207,354		0		0.0%

								広告収入 コウコク シュウニュウ		862		1,140		1,235		373		43.3%				1,235		－		－						862,253,040		1,140,000,000		1,235,888,651		373,635,611		43.3%				1,235,888,651		0		0.0%

								課金収入 カキン シュウニュウ		50		80		75		24		47.2%				115		40		53.7%						50,946,132		80,000,000		75,015,506		24,069,374		47.2%				115,318,703		40,303,197		53.7%

								その他 タ		40		50		40		0		-0.1%				－		(40)		－						40,350,970		50,000,000		40,303,197		(47,773)		-0.1%				0		(40,303,197)		-100.0%

						ソリューション事業 ジギョウ				1,078		1,430		1,449		370		34.3%				2,648		1,199		82.8%						1,078,982,362		1,430,000,000		1,449,113,319		370,130,957		34.3%				2,648,792,646		1,199,679,327		82.8%

								ストック売上 ウリアゲ		782		1,030		1,032		250		32.1%				2,000		967		93.6%						782,048,850		1,030,000,000		1,032,968,609		250,919,759		32.1%				2,000,000,000		967,031,391		93.6%

								スポット(一時）売上 イチジ ウリアゲ		296		400		416		119		40.1%				648		232		55.9%						296,933,512		400,000,000		416,144,710		119,211,198		40.1%				648,792,646		232,647,936		55.9%

						調整額 チョウセイ ガク				－		－		(9)		(9)		－				－		9		－						0		0		(9,500,000)		(9,500,000)		ERROR:#DIV/0!				0		9,500,000		-100.0%

						売上高合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ				2,032		2,700		2,790		758		37.3%				4,000		1,209		43.3%						2,032,532,504		2,700,000,000		2,790,820,673		758,288,169		37.3%				4,000,000,000		1,209,179,327		43.3%
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※ 2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年１月より、損益の連結決算を開始。
2021年３月期第１四半期末に、ロボット投信株式会社を連結子会社化したことに伴う、損益の連結決算は2020年７月より開始。

2021年３月期通期業績予想
（セグメント別売上高）

単位：百万円
2021年３月期 計画

2020年３月期実績
（通期）

計画
（通期）

増減額 増減率

メディア事業 1,351 1,351 － －

広告収入 1,235 1,235 － －

課金収入 75 115 40 53.7%

その他 40 － -40 －

ソリューション事業 1,449 2,648 1,199 82.8%

ストック売上 1,032 2,000 967 93.6%

スポット(一時）売上 416 648 232 55.9%

調整額 -9 － 9 －

売上高合計 2,790 4,000 1,209 43.3%



本資料に記載されている情報のうち、歴史的事実以外の情報は、将来の見通しに関する情報を含んでいます。将来の見通しに関する情報は、当社が現在入手している情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、評価等
を基礎として記載されており、リスクや不確実性が含まれています。当社は将来の見通しに関する記述の中で使用されている想定、期待、予測、評価ならびにその他の情報が正確である、または将来その通りになるということは保証いたし
かねます。本資料に記載されている情報は、本資料に記載の日付に作成され、その時点における当社の見解を反映するものであり、このため、その時点での状況に照らして検討されるべきものであることにご注意ください。当社は、当該情報
の作成日以降に発生した事象を反映するために、本資料に記載された情報を逐次更新及び報告する義務を負いません。
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