
2021年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2021年8月13日

上場会社名 リビン・テクノロジーズ株式会社 上場取引所 東

コード番号 4445 URL https://www.lvn.co.jp/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川合　大無

問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名） 金木　宏之 TEL 03-5847-8556

四半期報告書提出予定日 2021年8月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

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）

(1) 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 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 2,352 40.0 101 72.9 108 82.2 63 61.3

2020年9月期第3四半期 1,680 19.8 58 △75.2 59 △74.1 39 △72.9

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 47.49 47.32

2020年9月期第3四半期 29.58 29.31

(2) 財政状態

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 1,814 874 48.1

2020年9月期 1,863 807 43.3

（参考）自己資本 2021年9月期第3四半期 872百万円 2020年9月期 807百万円

2. 配当の状況

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

（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）

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 2,810 15.0 55 61.1 54 474.2 36 568.0 26.87

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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 ： 有

（注）詳細は、添付資料「２.四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」を
ご覧ください。

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年9月期3Q 1,342,244 株 2020年9月期 1,340,012 株

② 期末自己株式数 2021年9月期3Q 22 株 2020年9月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期3Q 1,340,243 株 2020年9月期3Q 1,334,613 株

※ 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。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については、添付資料「１.（３）業績予想などの将来予想情報に関する説明」をご覧ください。
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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

　当社を取り巻くインターネット業界・インターネット広告市場においては、スマートフォンを中心としたモバイ

ルインターネットの普及とＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の拡大により、引き続き順調な成

長が見込まれております。一方、当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が終息

の兆しを見せず、政府による度重なる緊急事態宣言の発令に伴う外出の自粛や催事開催制限により、国内景気は減

速を余儀なくされており、経済活動の急激な変化や感染再拡大の懸念から、先行き不透明な状況が依然として続い

ております。

　このような状況のもと、当社におきましては、2021年９月期を将来の成長に向けた積極投資実行年度の第Ⅱフェ

ーズと位置づけ、営業・開発人員ともに人材への積極投資を行うとともに、当社サービス「リビンマッチ」の認知

度向上に向けて、引き続き積極的な広告出稿などの各種ブランディング投資を実行してまいりました。2021年４月

には、ブランディングテクノロジー株式会社と顧客紹介に関する業務提携を締結し、当社サービスの利用促進に努

めました。また、船橋市の物件に限定した不動産査定サービスを開始しました。2021年５月には、リビンマッチ加

盟店網のさらなる拡大を図るため、大阪オフィスを移転いたしました。また、SaaS型ステップメール配信システム

『SMSハンター』が200アカウントを突破しました。2021年６月には、不動産売却の一括査定に特化したサービス

「不動産売却の窓口」の加盟企業数が1,000社突破しました。当第３四半期累計期間においては、エンドユーザー

と加盟企業とのコミュニケーションを円滑に進め、利便性と成約率の向上につながる施策に努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、営業収益2,352,667千円（前年同期比40.0％増）、営業利益

101,780千円（前年同期比72.9％増）、経常利益108,938千円（前年同期比82.2％増）、四半期純利益63,651千円

（前年同期比61.3％増）となりました。

　なお、当社は、不動産プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しており

ます。

（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1,814,124千円となり、前事業年度末と比較して49,734千円減少いた

しました。これは主に、現金及び預金が67,395千円、その他流動資産が29,758千円減少した一方で、売掛金が

44,523千円増加し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939,748千円となり、前事業年度末と比較して116,167千円減少いたしま

した。これは主に、１年内返済予定分を含む長期借入金が123,786千円、未払金が66,830千円減少した一方で、未

払法人税等が44,231千円増加し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874,375千円となり、前事業年度末と比較して66,432千円増加いたし

ました。これは主に、四半期純利益を63,651千円計上したこと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

　業績予想に関しましては、2020年11月13日の「2020年９月期　決算短信」で公表いたしました業績予想に変更は

ありません。
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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 1,214,860 1,147,464

売掛金 427,129 471,653

その他 100,139 70,381

貸倒引当金 △6,799 △6,918

流動資産合計 1,735,330 1,682,580

固定資産

有形固定資産 10,365 10,089

無形固定資産 8,382 6,609

投資その他の資産

その他 109,916 116,346

貸倒引当金 △136 △1,501

投資その他の資産合計 109,780 114,844

固定資産合計 128,528 131,544

資産合計 1,863,859 1,814,124

負債の部

流動負債

買掛金 5,173 12,450

1年内返済予定の長期借入金 164,235 156,738

未払金 355,158 288,328

未払法人税等 － 44,231

賞与引当金 － 26,398

その他 79,351 75,892

流動負債合計 603,918 604,039

固定負債

長期借入金 451,998 335,709

固定負債合計 451,998 335,709

負債合計 1,055,916 939,748

純資産の部

株主資本

資本金 193,447 193,829

資本剰余金 162,447 162,829

利益剰余金 452,047 515,699

自己株式 － △103

株主資本合計 807,942 872,254

新株予約権 － 2,121

純資産合計 807,942 874,375

負債純資産合計 1,863,859 1,814,124

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)

営業収益 1,680,045 2,352,667

営業費用 1,621,192 2,250,886

営業利益 58,853 101,780

営業外収益

受取利息 752 730

貸倒引当金戻入額 845 －

未払金精算益 － 3,502

雑収入 81 2,558

その他 41 1,793

営業外収益合計 1,720 8,584

営業外費用

支払利息 784 1,426

営業外費用合計 784 1,426

経常利益 59,789 108,938

税引前四半期純利益 59,789 108,938

法人税等 20,317 45,286

四半期純利益 39,472 63,651

（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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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