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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年８月期第３四半期 2,575 9.3 521 69.9 521 75.7 321 112.3

2020年８月期第３四半期 2,357 9.4 306 △5.3 296 △6.7 151 △14.4

（注）包括利益 2021年８月期第３四半期 312百万円（102.9％） 2020年８月期第３四半期 153百万円（△13.5％）

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

2021年８月期第３四半期 34.38 34.13

2020年８月期第３四半期 16.34 16.07

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年８月期第３四半期 2,403 1,378 57.3

2020年８月期 1,951 1,053 53.9

（参考）自己資本 2021年８月期第３四半期 1,376百万円 2020年８月期 1,051百万円

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

2020年８月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2021年８月期 - 0.00 -

2021年８月期（予想） 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 3,530 14.1 250 △43.7 235 △46.3 100 △57.2 10.76

１．2021年８月期第３四半期の連結業績（2020年９月１日～2021年５月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2021年８月期の連結業績予想（2020年９月１日～2021年８月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年８月期３Ｑ 9,378,700株 2020年８月期 9,330,900株

②  期末自己株式数 2021年８月期３Ｑ 98株 2020年８月期 74株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年８月期３Ｑ 9,360,064株 2020年８月期３Ｑ 9,280,306株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

　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、その達成を当社として約束する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、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧下さい。

　四半期決算補足説明資料は2021年７月15日に当社ホームページに掲載しています。
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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３四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の急速な拡大によ

り悪化しており、極めて厳しい状況に陥っております。

　このような経済環境の中、有効求人倍率が減少しているものの、就労者の転職活動や学生の就職活動は多様化し

ており、企業においても人材採用活動におけるインターネットの活用については引き続き拡大傾向にあります。

　このような事業環境の下、当社ビジネスSNSプラットフォーム「Wantedly」は堅調に成長を続け、当第３四半期

末時点で登録企業ユーザ数は42,220社、登録個人ユーザ数は3,080,399人となりました。

　また、主力プロダクトである「Wantedly Visit」及び「Wantedly People」への継続的な開発・改善を図る一方

で、進出しているシンガポール、香港における市場開拓や新たにエンゲージメントサービスを始めております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は2,575,130千円（前年同四半期比+9.3％）、営業利益は

521,509千円（前年同四半期比+69.9％）、経常利益は521,304千円（前年同四半期比+75.7％）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は321,814千円（前年同四半期比+112.3％）となりました。

　なお、当社は「ビジネスSNS事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,123,529千円で、前連結会計年度末に比べて476,772千

円増加しております。現金及び預金の増加499,383千円が主な要因であります。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は280,093千円で、前連結会計年度末に比べて24,747千円

減少しております。投資その他の資産の減少17,742千円が主な要因であります。

（流動負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,025,188千円で、前連結会計年度末に比べて126,754千

円増加しております。賞与引当金の増加98,841千円が主な要因であります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,378,434千円で、前連結会計年度末に比べて325,270千円

増加しております。利益剰余金の増加321,814千円が主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年８月期の通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績および2021年７月までの

業績の状況を踏まえ2021年４月14日に公表しました業績予想を変更しています。詳細につきましては、2021年７月

15日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年８月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,344,990 1,844,374

売掛金 171,386 226,202

その他 136,902 61,288

貸倒引当金 △6,521 △8,335

流動資産合計 1,646,757 2,123,529

固定資産

有形固定資産 101,194 94,189

投資その他の資産

敷金 146,198 145,165

その他 71,365 47,935

貸倒引当金 △13,918 △7,196

投資その他の資産合計 203,646 185,904

固定資産合計 304,840 280,093

資産合計 1,951,598 2,403,623

負債の部

流動負債

未払金 256,509 318,378

未払法人税等 121,040 99,148

前受金 388,651 434,329

賞与引当金 - 98,841

その他 132,233 74,491

流動負債合計 898,434 1,025,188

負債合計 898,434 1,025,188

純資産の部

株主資本

資本金 244,741 250,738

資本剰余金 233,212 239,209

利益剰余金 575,346 897,160

自己株式 △193 △271

株主資本合計 1,053,107 1,386,836

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,320 △10,788

その他の包括利益累計額合計 △1,320 △10,788

新株予約権 1,377 2,386

純資産合計 1,053,164 1,378,434

負債純資産合計 1,951,598 2,403,623

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

営業収益 2,357,024 2,575,130

営業費用 2,050,110 2,053,621

営業利益 306,913 521,509

営業外収益

受取利息 5 7

為替差益 - 10,816

助成金収入 6,851 1,886

その他 2,370 807

営業外収益合計 9,227 13,518

営業外費用

為替差損 11,734 -

債権売却損 7,614 13,195

その他 6 527

営業外費用合計 19,355 13,722

経常利益 296,785 521,304

特別損失

投資有価証券評価損 15,977 -

特別損失合計 15,977 -

税金等調整前四半期純利益 280,807 521,304

法人税、住民税及び事業税 124,937 182,781

法人税等調整額 4,261 16,708

法人税等合計 129,198 199,490

四半期純利益 151,608 321,814

親会社株主に帰属する四半期純利益 151,608 321,814

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

四半期純利益 151,608 321,814

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 232 -

為替換算調整勘定 2,076 △9,467

その他の包括利益合計 2,308 △9,467

四半期包括利益 153,917 312,346

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 153,917 312,346

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期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。

（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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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