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（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 ％

2021年９月期第３四半期 527 △56.9 △227 - △223 - △250 -

2020年９月期第３四半期 1,223 △40.8 126 △83.2 129 △82.9 86 △81.6

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９月期第３四半期 △13.44 -

2020年９月期第３四半期 4.61 -

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年９月期第３四半期 2,074 1,818 87.6

2020年９月期 2,269 2,068 91.2

（参考）自己資本 2021年９月期第３四半期 1,818百万円 2020年９月期 2,068百万円

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９月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2021年９月期 - 0.00 -

2021年９月期（予想） 0.00 0.00

（％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 - - - - - - - - -

１．2021年９月期第３四半期の業績（2020年10月１日～2021年６月30日）

（２）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９月期の業績予想（2020年10月１日～2021年９月30日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

　　　業績予想については、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが不透明であるため、現時点で当社の事業活動へ

の影響を合理的に算定することが困難であることから、未定とさせていただきます。今後、開示が可能となった時点

で速やかに公表いたします。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年９月期３Ｑ 19,500,000株 2020年９月期 19,500,000株

②  期末自己株式数 2021年９月期３Ｑ 853,104株 2020年９月期 853,104株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年９月期３Ｑ 18,646,896株 2020年９月期３Ｑ 18,646,896株

※  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）

※  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

本資料に記載されている業績予想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。
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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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始され経済活動が

徐々に回復していくことが期待されておりますが、依然として一部地域では緊急事態宣言もしくはまん延防止等重

点措置等が適用されており、厳しい経済環境にあります。そのため、景気回復には時間を要することが懸念されて

おり不透明な状況が続いております。

　このような経営環境の下、当社は引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインイベントを

進めながら、オフラインイベントについても掲載企業と協力し、感染防止措置を講じながら「machicon JAPAN」掲

載イベントの強化・拡大をしてまいりました。また、コロナ禍におけるオンラインでの出会いを提供するマッチン

グアプリ「CoupLink」の運営についても引き続き積極的に展開しております。

　この結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高が527,025千円（前年同四半期比56.9％減）となりま

した。損益面では、売上原価、販売費及び一般管理費合計が754,182千円（前年同四半期比31.2％減）となりまし

た。その結果、営業損失は227,156千円（前年同四半期は営業利益 126,832千円）となりました。四半期純損失は

250,699千円（前年同四半期は四半期純利益 86,050千円）となりました。

　なお、当社はインターネットサイト運営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。サービスごとの取組みは以下のとおりであります。

　（イベントECサイト運営サービス）

　2021年６月末でリンクバルID会員数は212万人を突破し、当第３四半期累計期間におけるイベントECサイト運営

サービスの売上高は381,839千円（前年同四半期比64.3％減）となりました。

（WEBサイト運営サービス）

　「CoupLink」および「KOIGAKU」につきましては、引き続き効率的に事業運営を行い、当第三四半期累計期間に

おけるWEBサイト運営サービスの売上高は145,186千円（前年同四半期比6.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期会計期間末における総資産は2,074,739千円となり、前事業年度末に比べ194,686千円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金の増加が99,843千円あったものの、未収還付法人税等の減少が166,226千円、流

動資産その他の減少が82,909千円、未収入金の減少が36,431千円あったことによるものであります。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債は256,738千円となり、前事業年度末に比べ56,012千円増加いたしまし

た。これは主に、未払金の減少が41,491千円、資産除去債務の減少が18,595千円あったものの、長期借入金の増加

が120,000千円あったことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産は1,818,001千円となり、前事業年度末に比べ250,699千円減少いたしま

した。これは、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少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

　新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難な状態が続いております。緊急事態宣言に

より、人が多数集まることへの懸念からイベントの実施の回避が続いていることに加え、収束に向かうと見られた

感染者数の拡大が報告されております。このような状況下、通期業績予想については、現時点で合理的に見積もる

ことが困難であるため、引き続き未定とさせて頂きます。今後、業績予想の算定が可能となった段階で速やかに公

表いたします。
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（単位：千円）

前事業年度
(2020年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,817,576 1,917,419

売掛金 18,090 12,685

未収入金 63,953 27,522

未収還付法人税等 166,226 -

その他 94,475 11,565

流動資産合計 2,160,322 1,969,193

固定資産

有形固定資産 3,663 13,495

無形固定資産 49,050 39,043

投資その他の資産

破産更生債権等 1,003 1,003

その他 56,390 53,007

貸倒引当金 △1,003 △1,003

投資その他の資産合計 56,390 53,007

固定資産合計 109,104 105,546

資産合計 2,269,426 2,074,739

負債の部

流動負債

買掛金 1,026 355

未払金 80,541 39,050

未払法人税等 - 2,648

未払消費税等 - 5,206

前受金 6,688 5,668

預り金 21,410 15,816

賞与引当金 18,486 8,908

資産除去債務 23,103 -

その他 32,467 40,776

流動負債合計 183,725 118,429

固定負債

長期借入金 - 120,000

資産除去債務 - 4,508

長期預り保証金 17,000 13,800

固定負債合計 17,000 138,308

負債合計 200,725 256,738

純資産の部

株主資本

資本金 281,000 281,000

資本剰余金 276,000 276,000

利益剰余金 1,905,556 1,654,857

自己株式 △393,916 △393,916

株主資本合計 2,068,640 1,817,940

新株予約権 61 61

純資産合計 2,068,701 1,818,001

負債純資産合計 2,269,426 2,074,739

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　2019年10月１日
　至　2020年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 1,223,345 527,025

売上原価 93,547 33,624

売上総利益 1,129,798 493,401

販売費及び一般管理費 1,002,965 720,558

営業利益又は営業損失（△） 126,832 △227,156

営業外収益

受取利息 196 114

法人税等還付加算金 - 2,288

助成金収入 2,000 1,742

その他 1,017 7

営業外収益合計 3,214 4,152

営業外費用

支払利息 - 1

その他 400 -

営業外費用合計 400 1

経常利益又は経常損失（△） 129,646 △223,006

特別損失

賃貸借契約解約損 - 9,432

固定資産除却損 599 941

その他 - 603

特別損失合計 599 10,978

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 129,046 △233,984

法人税、住民税及び事業税 25,417 520

法人税等調整額 17,578 16,194

法人税等合計 42,995 16,715

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,050 △250,699

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前事業年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染拡大の影響の収束時期等を含む仮定につ

いて重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、インターネットサイト運営事業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。

- 5 -

株式会社リンクバル（6046）　2021年９月期第３四半期　決算短信


