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(百万円未満切捨て)
１．2021年５月期の業績（2020年６月１日～2021年５月31日）
（１）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５月期 2,163 41.5 607 100.5 604 95.1 423 40.9
2020年５月期 1,528 22.2 302 96.2 309 97.5 300 227.7

　

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５月期 70.55 ― 41.4 24.5 28.1
2020年５月期 50.08 ― 45.5 24.0 19.8

(参考) 持分法投資損益 2021年５月期 ―百万円 2020年５月期 ―百万円
　

(注)１．「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在するものの、当事業年度末において当
社株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため、記載しておりません。

(注)２．当社は、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。

　

（２）財政状態

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５月期 1,996 1,233 61.8 205.61
2020年５月期 1,458 810 55.6 135.06

(参考) 自己資本 2021年５月期 1,233百万円 2020年５月期 810百万円
　

(注) 当社は、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

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５月期 509 △24 ― 1,492

2020年５月期 190 155 ― 1,007
　
　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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５月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2021年５月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

2022年５月期(予想) ― ― ― ― ― ―
　

(注) 当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における
配当予想額は未定であります。

　　

　　



３．2022年５月期の業績予想（2021年６月１日～2022年５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 3,106 43.5 932 53.5 932 54.3 588 39.0 79.78
　

(注) １株当たりの当期純利益は、2021年６月17日を払込期日とする公募増資により普通株式1,000,000株を発行し、ま
た2021年７月20日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当により
普通株式375,000株が発行されたと仮定した期中平均発行済株式数により算出しております。

※ 注記事項
（１）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
　

（２）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) 2021年５月期 6,000,000 株 2020年５月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年５月期 ― 株 2020年５月期 ― 株

③ 期中平均株式数 2021年５月期 6,000,000 株 2020年５月期 6,000,000 株
　

(注) 当社は、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式
数」を算定しております。

　　

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項等については、添付資料P.３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社は、「社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く輩出する」ことをミッションとして社会全体の幸福度を高

めていけるようなサービスを提供していくために事業を営んでおります。社会に対して良い機能を提供し、価値を

創造するために、主に中小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスや顧客とメディア又は決裁者をつな

ぐプラットフォームサービスを提供するPR事業を展開しております。

当事業年度（2020年６月１日〜2021年５月31日）におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大という不透明

な経済環境の中、引き続きPR支援サービスを中心として、中小・中堅企業、医療機関の企業価値向上のためのブラ

ンディングに最善を尽くしてまいりました。新型コロナウイルス感染症の蔓延による緊急事態宣言発動に起因し、

地方における取材活動の一部中止や延期、経済活動の低迷等の市場環境の悪化があったものの、営業活動のオンラ

イン化等の対策を迅速に講じたことで十分な営業活動を行うことができました。また早期に在宅勤務体制に移行し

たことで、PR事業の運営に特段の影響はなく、安定して事業運営を継続することができました。緊急事態宣言下に

おいて、医療機関への営業活動を一部自粛したことにより、当事業年度の売上高に占めるPR支援サービスの医療機

関の割合は前期比で9.7％下落いたしましたが、取引社数としましては30社増加し、その影響は軽微であると考え

ております。なお、取引社数全体におきましても順調に増加しており、成長基調を維持いたしました。

また、2020年１月よりサービス開始いたしましたメディアマッチングプラットフォーム「メディアチョク」は、

サービス充足により、既存のPR支援サービスだけではカバーが難しかった顧客ニーズへの対応も可能となったこと

から、PR支援サービスと合わせて中小・中堅企業、医療機関への総合的なブランディングPRサービスが提供可能と

なっております。決裁者マッチングプラットフォーム「アポチョク」につきましては、ブランディングPR以外の顧

客ニーズに応えるために2021年１月に新規サービスとして開始いたしました。売上高は順調に伸び始めているもの

の、当事業年度の売上高に占める割合としましては、まだ小さい状況となっております。

以上の結果、当事業年度の業績につきましては、売上高2,163,883千円(前年同期比41.5％増)、営業利益607,261

千円(前年同期比100.5％増)、経常利益604,168千円(前年同期比95.1％増)、当期純利益423,284千円(前年同期比

40.9％増)となりました。

売上高の増加は、前事業年度に引き続き、既存事業の人員を新卒採用等により増加させ、マニュアル化を徹底し

て育成した結果によるものであります。売上原価率は21.6%（前事業年度は21.9%）と前事業年度と概ね同水準とな

りました。販売費及び一般管理費は、従業員数増加及び昇給等により人件費が大きく増加したものの、売上高の増

加幅と比較して人件費の増加幅が小さかったことから、営業利益は大きく増加いたしました。営業外損益は大きな

増減がなかったことから、経常利益の増加は営業利益の増加と概ね同水準であります。前事業年度に保険解約返戻

金（特別利益）127,202千円があったのに対して当事業年度は発生がなかったことによる特別利益の減少及び課税

所得の増加に伴う法人税の増加があったものの、営業利益の増加が大きく寄与し、当期純利益が増加する結果とな

りました。

なお当社は、PR事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（２）当期の財政状態の概況

当事業年度末の資産合計は1,996,854千円であります。前事業年度末と比較いたしますと、538,460千円増加し

ております。これは主に、売上高の増加及び前受金の増加等により現金及び預金が484,901千円、未収入金が

53,224千円増加したこと等によるものであります。負債合計は763,209千円であります。前事業年度末と比較いた

しますと、115,176千円増加しております。これは主に、契約案件数の増加により前受金が47,666千円増加したこ

と等によるものであります。純資産合計は1,233,645千円であります。前事業年度末と比較いたしますと、

423,284千円増加しております。これは、当期純利益の計上による利益剰余金の増加423,284千円によるものであ

ります。

なお当社は、PR事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

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484,901千円増加し、1,492,362千円とな

りました。当事業年度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509,641千円(前年同期比267.4％増)となりました。これは主に、税引前当期純利

益604,168千円、法人税等の支払額183,509千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)

投資活動の結果使用した資金は24,567千円(前年同期は155,755千円の獲得)となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出19,467千円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)

財務活動の結果使用した資金はありません。

（４）今後の見通し

　PR業界におきましては、インターネットの普及やモバイルデバイスの技術革新を背景としたスマートフォンや動

画メディアの普及により生活者の情報接点が変化しており、TV・新聞・雑誌・ラジオのいわゆる４大マスメディア

からSNS・動画配信サービス・ブログ等といった生活者が自ら情報を発信できるものへ移行しつつあります。情報

量が急激に増加し、さらに顧客ニーズが多様化している中で既存の媒体や手法にとらわれずに顧客の価値を高めて

いく必要があります。国民総スマホ時代でいつでも誰でもありとあらゆる情報へのアクセスが可能となる前提で、

正しい価値を発信することが重要な命題になると考えております。当社は、その変化にいち早く対応すべく、変化

し続けるメディア環境や技術の進化に対応しながら顧客のニーズに対応したサービスを積極的に取り込み、高品質

なサービスをワンストップで安価に提供する体制の強化に取り組んでおります。

2022年５月期におきましては、創業時よりサービス提供を行っております中小・中堅企業、医療機関を対象とし

たPR支援サービスを中心として、2020年１月よりサービス開始したメディチョク及び2021年１月よりサービス開始

したアポチョクによるプラットフォーム事業の拡充により、顧客のPR戦略を総合的にサポートできる事業強化を継

続的に進める方針でおります。いずれのプラットフォームサービスにおきましても、今後のより一層の成長のた

め、CM等を含めた積極投資を行なっていきたいと考えております。

このような状況の中、既に新卒採用を中心として事業拡大に必要な人員の確保を積極的に進めた結果、全従業員

は2020年５月末107名から2021年５月末146名と39名増加し、新規顧客からの受注増加と既存顧客からのサービス受

注に対応可能な営業体制へ強化を図っております。また市場環境を踏まえた人材投資やシステム投資等の適切なコ

ストコントロールにより、2022年5月期における売上高は3,106百万円（前年同期比43.5％増）、営業利益は932百

万円（前年同期比53.5％増）、経常利益は932百万円（前年同期比54.3％増）、当期純利益は588百万円（前年同期

比39.0％増）を見込んでおります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、世界的な感染長期化に伴う景気影響等の不確実な状況

は続いておりますが、2022年５月期における当社の事業活動に対する影響は軽微であると考えております。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、日本基準を採用しております。国際財務報告基準の適用につきましては、国内外の諸動向を考慮しつつ検

討していく方針であります。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,007,461 1,492,362

売掛金 37,189 46,150

未成業務支出金 7,420 9,209

未収入金 169,502 222,726

前払費用 49,218 44,158

その他 318 230

貸倒引当金 △3,285 △9,749

流動資産合計 1,267,825 1,805,089

固定資産

有形固定資産

建物 81,896 83,699

減価償却累計額 △16,040 △21,623

建物（純額） 65,856 62,075

車両運搬具 11,452 11,452

減価償却累計額 △6,559 △8,814

車両運搬具（純額） 4,892 2,637

工具、器具及び備品 63,311 76,550

減価償却累計額 △36,673 △46,889

工具、器具及び備品（純額） 26,638 29,661

有形固定資産合計 97,387 94,373

無形固定資産

ソフトウエア 10,450 11,759

無形固定資産合計 10,450 11,759

投資その他の資産

長期貸付金 3,713 ―

繰延税金資産 36,273 42,317

破産更生債権等 19,270 23,373

その他 42,743 43,914

貸倒引当金 △19,270 △23,973

投資その他の資産合計 82,730 85,631

固定資産合計 190,568 191,765

資産合計 1,458,393 1,996,854
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年５月31日)

当事業年度
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 13,713 37,898

未払金 18,869 16,964

未払費用 28,661 35,413

未払法人税等 120,802 124,221

前受金 401,529 449,196

賞与引当金 9,066 16,880

その他 55,390 82,634

流動負債合計 648,032 763,209

負債合計 648,032 763,209

純資産の部

株主資本

資本金 30,000 30,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 780,361 1,203,645

利益剰余金合計 780,361 1,203,645

株主資本合計 810,361 1,233,645

純資産合計 810,361 1,233,645

負債純資産合計 1,458,393 1,996,854
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当事業年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

売上高 1,528,948 2,163,883

売上原価 334,167 467,717

売上総利益 1,194,781 1,696,166

販売費及び一般管理費 891,844 1,088,905

営業利益 302,936 607,261

営業外収益

受取利息 59 11

物品売却益 ― 915

匿名組合投資利益 9,378 954

その他 957 15

営業外収益合計 10,395 1,896

営業外費用

支払補償費 2,933 ―

為替差損 ― 234

貸倒引当金繰入額 ― 3,663

会員権評価損 ― 643

その他 705 448

営業外費用合計 3,639 4,990

経常利益 309,693 604,168

特別利益

固定資産売却益 1,568 ―

保険解約返戻金 127,202 ―

特別利益合計 128,770 ―

税引前当期純利益 438,463 604,168

法人税、住民税及び事業税 145,654 186,928

法人税等調整額 △7,668 △6,044

法人税等合計 137,986 180,883

当期純利益 300,476 423,284
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 30,000 479,884 479,884 509,884 509,884

当期変動額

当期純利益 ― 300,476 300,476 300,476 300,476

当期変動額合計 ― 300,476 300,476 300,476 300,476

当期末残高 30,000 780,361 780,361 810,361 810,361

　当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 30,000 780,361 780,361 810,361 810,361

当期変動額

当期純利益 ― 423,284 423,284 423,284 423,284

当期変動額合計 ― 423,284 423,284 423,284 423,284

当期末残高 30,000 1,203,645 1,203,645 1,233,645 1,233,645
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当事業年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 438,463 604,168

減価償却費 21,598 23,458

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,695 11,167

賞与引当金の増減額（△は減少） △494 7,813

受取利息 △59 △11

為替差損益（△は益） 110 172

匿名組合投資損益（△は益） △9,378 △954

固定資産売却益 △1,568 ―

保険解約返戻金 △127,202 ―

売掛金の増減額（△は増加） △9,211 △12,178

未成業務支出金の増減額（△は増加） △3,918 △1,789

未収入金の増減額（△は増加） △67,766 △53,583

前払費用の増減額（△は増加） △30,652 5,354

買掛金の増減額（△は減少） 12,435 24,185

未払金の増減額（△は減少） △22,989 824

未払費用の増減額（△は減少） 13,347 6,752

前受金の増減額（△は減少） 34,881 47,666

その他 1,527 30,093

小計 261,817 693,138

利息及び配当金の受取額 11 11

法人税等の支払額 △71,248 △183,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 190,580 509,641

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 △7,985 △19,467

有形固定資産の売却による収入 6,851 ―

無形固定資産の取得による支出 △6,577 △4,665

匿名組合分配金受取額 9,850 954

貸付金の回収による収入 2,813 650

保険積立金の解約による収入 153,849 ―

その他 △3,047 △2,039

投資活動によるキャッシュ・フロー 155,755 △24,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △110 △172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 346,225 484,901

現金及び現金同等物の期首残高 661,236 1,007,461

現金及び現金同等物の期末残高 1,007,461 1,492,362
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（５）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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

当社の事業セグメントは、PR事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

当社の事業セグメントは、PR事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

(関連情報)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

１ 製品およびサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が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 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が損益計算書の売上高の10％に満たないため、主要な顧

客ごとの情報の記載を省略しております。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

１ 製品およびサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が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 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が損益計算書の売上高の10％に満たないため、主要な顧

客ごとの情報の記載を省略しております。
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(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)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５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)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５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)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

前事業年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)

当事業年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)

１株当たり純資産額 135.06円 205.61円

１株当たり当期純利益 50.08円 70.55円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、当事業年度末において当社

株式は非上場であり、期中平均株価を把握できないため、記載しておりません。

２．当社は、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しており

ます。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)

当事業年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)

当期純利益(千円) 300,476 423,284

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 300,476 423,284

普通株式の期中平均株式数(株) 6,000,000 6,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権
新株予約権の数 660個
(普通株式 66,000株)

第１回新株予約権
新株予約権の数 660個
(普通株式 66,000株)

第２回新株予約権
新株予約権の数 180個
(普通株式 18,000株)

４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)

当事業年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)

純資産の部の合計額(千円) 810,361 1,233,645

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株主に係る期末の純資産額(千円) 810,361 1,233,645

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数(株)
6,000,000 6,000,000
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(重要な後発事象)

（公募による新株式の発行）

当社は、2021年６月18日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年５月

14日及び2021年５月31日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年６月17日に払込が完了

いたしました。

(1) 募集方法 ：一般募集（ブックビルディング方式による募集）

(2) 発行する株式の種類及び数 ：普通株式1,000,000株

(3) 発行価格 ：１株につき1,380円

一般募集はこの価格にて行いました。

(4) 引受価額 ：１株につき1,269.60円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取っ

た金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり

ます。

(5) 払込金額 ：１株につき1,105円

この金額は会社法上の払込金額であり、2021年５月31日開催の取締役

会において決定された金額であります。

(6) 発行価額の総額 ：1,380,000千円

(7) 払込金額の総額 ：1,269,600千円

(8) 増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

：増加する資本金 634,800千円（１株につき634.80円）

増加する資本準備金 634,800千円（１株につき634.80円）

(9) 申込株式単位 ：100株

(10) 払込期日 ：2021年６月17日

(11) 資金の使途 ：運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費等に充当する予

定であります。

　


