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本資料に含まれる計画、見通し、戦略、その他将来に関する記述は、本資料作成時点において
当社が入手している情報及び合理的であると判断している一定の前提に基づいており、
様々なリスク及び不確実性が内在しております。

実際の業績などは、経営環境の変動により、当該記述と大きく異なる可能性があります。

また、本資料に記載されている弊社に関わる情報は、公開情報などから引用したものであり、
情報の正確性などについて保証するものではありません。
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2021年9月期決算概要１



ハイライト
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FY2021通期

FY2022期

・ 通期を通じて新型コロナ、それに伴う緊急事態宣言の影響を受けた
（売上53.1％減、初の赤字）

・ 販売管理費△319,560千円のコストダウンを図ることができた
・ BSはオフィス移転による敷金の戻り等により、 前期末と同水準のキャッシュを維持

・ 10月からの緊急事態宣言解除により、machicon JAPANを中心に徐々に回復基調に転換
・ 既存事業は、SEOの更なる強化、広告投資により黒字化転換を図る
・ 新規事業の開発や、M＆Aも検討し、環境適応できる経営体質に転換させていく



（単位：百万円）
2020/9期

実績 期初予想 実績

1,319 - 627 52.4%
売上比(%) 92.4% - 93.7% +1.3pt

50 - △ 317 -
売上比(%) 3.5% - - -

59 - △ 313 -
売上比(%) 4.2% - - -

5 - △ 376 -
売上比(%) 0.4% - - -

売上総利益

営業利益又は営業損失（△）

経常利益又は経常損失（△）

当期純利益又は当期純損失（△）

2021/9期
対前年

売上高 1,427 - 670 53.1%

2021/9期 P/L概要
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コロナ禍、特に「緊急事態宣言の発令」「まん延防止等重点措置」に伴う影響により、
売上、利益の大幅減少。合わせてコロナ禍が続くことも想定し、ママ婚事業を減損。


過去推移

		経営指標 ケイエイ シヒョウ

				項目 コウモク		20/10		20/11		20/12		21/01		21/02		21/03		21/04		21/05		21/06		21/07		21/08		21/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2021年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		732		291		209		185		237		246		301		286		312		394		241		213		3,647		668		1,900		899		848		1,747		3,647

		10期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		366		211		120		150		176		190		262		263		277		302		236		212		2,765		516		1,213		802		750		1,552		2,765

				中止率 チュウシ リツ		50.0%		27.5%		42.6%		18.9%		25.7%		22.8%		13.0%		8.0%		11.2%		23.4%		2.1%		0.5%		24.2%		22.8%		36.2%		10.8%		11.6%		11.2%		24.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		13,443		14,620		13,328		13,725		12,841		12,082		13,239		16,235		10,520		12,194		11,212		10,274		153,713		38,648		80,039		39,994		33,680		73,674		153,713

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		10,013		10,704		9,676		8,244		8,574		8,516		8,781		9,739		7,110		8,646		7,335		6,548		103,886		25,334		55,727		25,630		22,529		48,159		103,886

				中止率 チュウシ リツ		25.5%		26.8%		27.4%		39.9%		33.2%		29.5%		33.7%		40.0%		32.4%		29.1%		34.6%		36.3%		32.4%		34.4%		30.4%		35.9%		33.1%		34.6%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		33,696		40,517		28,002		15,744		16,658		21,305		24,705		21,780		19,168		26,721		17,093		14,821		102,215		53,707		155,922		65,653		58,635		124,288		280,210

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		30,506		32,063		30,612		29,905		28,100		30,471		26,295		32,807		27,604		27,250		32,063		26,224		93,181		88,476		181,657		86,706		85,537		172,243		353,900

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		3,190		8,454		▲ 2,610		▲ 14,161		▲ 11,442		▲ 9,166		▲ 1,590		▲ 11,027		▲ 8,436		▲ 529		▲ 14,970		▲ 11,403		9,034		▲ 34,769		▲ 25,735		▲ 21,053		▲ 26,902		▲ 47,955		▲ 73,690

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,189,517		-		-		2,208,724		-		-		2,233,470		-		-		2,260,164		2,189,517		2,208,724		2,208,724		2,233,470		2,260,164		2,260,164		2,260,164

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,094,226		-		-		2,107,951		-		-		2,129,816		-		-		2,161,312		2,094,226		2,107,951		2,107,951		2,129,816		2,161,312		2,161,312		2,161,312

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		4,134		5,458		3,822		3,183		1,707		2,889		1,344		1,821		3,743		277		239				13,414		7,779		21,194		6,908		516		7,424		28,618

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		453		560		406		397		401		435		95		112		89		204		90				1,419		1,233		2,652		296		294		590		3,242

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		10.97%		10.26%		10.61%		12.47%		23.48%		15.07%		7.07%		6.15%		2.37%		73.75%		37.66%		ERROR:#DIV/0!		10.58%		15.85%		12.51%		4.28%		57.02%		7.94%		11.33%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		54,066		60,479		43,946		20,253		21,855		31,525		36,958		31,132		27,059		41,302		28,748				158,491		73,633		232,124		95,149		70,050		165,199		397,323

				FP(婚活・メンズ)（千円） コンカツ センエン		1,421		1,908		931		297		279		324		247		58		0		45		0				5,511		900		5,161		305		45		350		5,511

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 15,642		▲ 10,190		▲ 5,789		▲ 38,915		▲ 38,858		▲ 32,837		▲ 26,689		▲ 24,065		▲ 36,738		▲ 20,764		▲ 31,109				▲ 31,621		▲ 110,610		▲ 142,231		▲ 87,492		▲ 51,873		▲ 139,364		▲ 281,595

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,053,448		2,043,272		2,033,350		1,993,334		1,955,977		1,921,560		1,894,037		1,869,886		1,818,001		1,797,245		1,766,148				2,033,350		1,921,560		1,921,560		1,818,001		0		0		0

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		110.12		109.58		109.04		106.90		104.90		103.05		101.57		100.28		97.50		96.38		94.72		0.00		109.04		103.05		103.05		97.50		0.00		0.00		0.00

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		302		289		273		287		360		330		292		317		340		302		302		341		273		330		330		340		341		341		341

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		74		73		74		74		74		71		70		70		69		70		71		71		74		71		71		69		71		71		71

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		19/10		19/11		19/12		20/01		20/02		20/03		20/04		20/05		20/06		20/07		20/08		20/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2020年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		651		680		771		871		1,243		789		437		633		423		335		289		307		7,429		2,903		5,005		1,493		931		2,424		7,429

		9期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		422		521		538		575		594		217		373		458		238		221		208		193		4,558		1,386		2,867		1,069		622		1,691		4,558

				中止率 チュウシ リツ		35.2%		23.4%		30.2%		34.0%		52.2%		72.5%		14.6%		27.6%		43.7%		34.0%		28.0%		37.1%		38.6%		52.3%		42.7%		28.4%		33.2%		30.2%		38.6%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		19,099		19,452		18,222		17,687		19,879		19,493		17,615		15,572		10,772		14,837		16,502		13,321		202,451		57,059		113,832		43,959		44,660		88,619		202,451

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,954		16,323		15,372		14,729		16,141		14,511		3,438		3,460		7,342		9,769		10,973		9,906		136,918		45,381		92,030		14,240		30,648		44,888		136,918

				中止率 チュウシ リツ		21.7%		16.1%		15.6%		16.7%		18.8%		25.6%		80.5%		77.8%		31.8%		34.2%		33.5%		25.6%		32.4%		20.5%		19.2%		67.6%		31.4%		49.3%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		77,097		97,866		89,183		78,947		86,494		44,900		6,442		12,344		22,824		34,118		28,897		33,112		264,146		210,341		474,487		41,610		96,127		137,737		612,224

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		88,712		100,568		90,299		104,521		117,263		102,228		100,957		138,119		101,052		121,913		131,027		114,064		279,579		324,012		603,591		340,128		367,004		707,132		1,310,723

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		▲ 11,615		▲ 2,702		▲ 1,116		▲ 25,574		▲ 30,769		▲ 57,328		▲ 94,515		▲ 125,775		▲ 78,228		▲ 87,795		▲ 102,130		▲ 80,952		▲ 15,433		▲ 113,671		▲ 129,104		▲ 298,518		▲ 270,877		▲ 569,395		▲ 698,499

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,830,732		1,857,290		1,878,517		1,906,751		1,931,751		1,943,423		1,946,532		1,950,412		2,022,123		-		-		2,155,511		1,878,517		1,943,423		1,943,423		2,022,123		2,155,511		2,155,511		2,155,511

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,906,547		1,934,342		1,958,056		1,988,738		2,015,085		2,026,911		2,030,353		2,034,889		2,038,363		-		-		2,064,292		1,958,056		2,026,911		2,026,911		2,038,363		2,064,292		2,064,292		2,064,292

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		22,172		23,041		22,779		17,634		20,466		7,784		6,151		9,212		10,242		8,330		7,957		5,244		67,991		45,884		113,876		25,605		21,532		47,136		161,012

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		11,091		11,497		9,628		8,618		9,186		1,863		1,812		1,265		1,840		1,672		389		609		32,216		19,666		51,883		4,917		2,670		7,587		59,470

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.02%		49.90%		42.27%		48.87%		44.88%		23.93%		29.46%		13.74%		17.97%		20.07%		4.89%		11.61%		47.38%		42.86%		45.56%		19.21%		12.40%		16.10%		36.94%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		134,496		154,041		143,918		126,693		142,178		96,568		11,372		2,442		22,646		39,880		39,983		47,652		432,455		365,439		797,893		36,460		127,516		163,975		961,869

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		4,703		4,527		3,384		2,104		1,894		1,188		103		30		405		600		752		750		20,439		5,185		17,799		538		2,102		2,640		20,439

				営業利益 エイギョウ リエキ		46,023		68,478		56,940		24,881		48,293		37,299		▲ 58,092		▲ 61,705		▲ 35,284		▲ 28,864		▲ 24,404		▲ 23,109		171,441		110,472		281,913		▲ 155,081		▲ 76,377		▲ 231,458		50,455

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		24.07%		32.11%		28.57%		14.20%		24.52%		27.79%		-		-		-		-		-		-		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,108,832		2,177,748		2,173,382		2,198,270		2,246,909		2,243,106		2,185,046		2,122,365		2,148,853		2,120,005		2,095,619		2,068,730		2,173,382		2,243,106		2,243,106		2,148,853		2,068,730		2,068,730		2,068,730

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		113.09		116.79		116.55		117.89		120.50		120.29		117.18		113.82		115.24		113.69		112.38		110.94		116.55		120.29		120.29		115.24		110.94		110.94		110.94

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		518		393		407		382		239		174		257		304		298		219		293		355		407		174		174		298		355		355		355

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		76		78		77		80		75		75		75		75		74		75		72		73		77		75		75		74		73		73		73

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		18/10		18/11		18/12		19/01		19/02		19/03		19/04		19/05		19/06		19/07		19/08		19/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2019年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		1,060		1,033		927		869		899		1,031		890		874		829		748		642		636		3,020		2,799		5,819		2,593		2,026		4,619		10,438

		8期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		649		650		623		608		684		774		697		665		635		557		463		435		1,922		2,066		3,988		1,997		1,455		3,452		7,440

				中止率 チュウシ リツ		38.8%		37.1%		32.8%		30.0%		23.9%		24.9%		21.7%		23.9%		23.4%		25.5%		27.9%		31.6%		36.4%		26.2%		31.5%		23.0%		28.2%		25.3%		28.7%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		17,866		19,009		20,681		19,557		19,201		22,747		19,164		20,576		19,081		18,097		20,786		20,458		57,556		61,505		119,061		58,821		59,341		118,162		237,223

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,389		15,571		17,013		15,111		15,258		18,013		15,807		17,015		16,057		15,112		17,293		16,491		46,973		48,382		95,355		48,879		48,896		97,775		193,130

				中止率 チュウシ リツ		19.5%		18.1%		17.7%		22.7%		20.5%		20.8%		17.5%		17.3%		15.8%		16.5%		16.8%		19.4%		18.4%		21.3%		19.9%		16.9%		17.6%		17.3%		18.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		102,418		116,769		122,706		92,864		91,925		101,709		91,505		102,187		99,368		94,760		104,967		92,635		341,893		286,498		628,391		293,060		292,362		585,422		1,213,813

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,488,422		1,521,319		1,551,466		1,581,842		1,607,699		1,634,802		1,662,902		1,692,787		1,719,866		1,749,438		1,779,204		1,805,077		1,551,466		1,634,802		1,634,802		1,719,866		1,805,077		1,805,077		1,805,077

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,553,992		1,588,476		1,619,436		1,651,115		1,677,913		1,706,004		1,734,796		1,765,258		1,792,630		1,822,454		1,852,811		1,879,686		1,619,436		1,706,004		1,706,004		1,792,630		1,879,686		1,879,686		1,879,686

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		50,080		58,474		39,430		28,807		23,369		35,770		21,776		22,508		23,708		18,684		17,903		18,818		147,985		87,946		235,931		67,991		55,405		123,396		359,326

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		25,089		28,124		25,788		19,307		16,012		18,505		13,103		13,667		12,264		10,296		10,398		9,320		79,001		53,824		132,825		39,034		30,014		69,048		201,873

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.10%		48.10%		65.40%		67.02%		68.52%		51.73%		60.17%		60.72%		51.73%		55.10%		58.08%		49.53%		53.38%		61.20%		56.30%		57.41%		54.17%		55.96%		56.18%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		163,718		160,444		171,045		159,715		148,613		168,562		144,857		157,854		158,586		154,654		177,439		159,160		495,207		476,890		972,096		461,296		491,253		952,549		1,924,646

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		17,911		12,389		7,650		5,750		8,063		7,889		6,029		6,884		7,121		8,377		11,756		8,805		37,950		21,702		59,652		20,034		28,938		48,972		108,623

				営業利益 エイギョウ リエキ		83,555		69,005		107,617		83,177		62,105		104,758		70,368		80,253		91,446		81,884		97,354		91,437		260,177		250,040		510,217		242,068		270,675		512,743		1,022,959

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		33.81%		27.59%		41.26%		37.20%		29.98%		43.14%		35.05%		36.92%		42.40%		39.63%		41.64%		43.09%		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,513,639		1,588,124		1,681,820		1,671,841		1,733,931		1,838,394		1,813,161		1,893,405		1,984,882		1,980,050		2,077,418		2,062,802		1,681,820		1,838,394		1,838,394		1,984,882		2,062,802		2,062,802		2,062,802

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		81.17		85.17		90.19		89.66		92.99		98.59		97.24		101.54		106.45		106.19		111.41		110.62		90.19		98.59		98.59		106.45		110.62		110.62		110.62

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		906		1,440		1,281		1,251		1,089		1,107		954		759		735		839		474		544		1,281		1,107		1,107		735		544		544		544

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		83		85		83		83		84		81		80		77		77		74		72		72		83		81		81		77		72		72		72



				項目 コウモク		17/10		17/11		17/12		18/01		18/02		18/03		18/04		18/05		18/06		18/07		18/08		18/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2018年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		723		609		629		587		729		784		756		663		767		903		1,058		1,099		1,961		2,100		4,061		2,186		3,060		5,246		9,307

		7期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		350		359		350		335		398		429		402		397		454		546		731		723		1,059		1,162		2,221		1,253		2,000		3,253		5,474

				中止率 チュウシ リツ		51.6%		41.1%		44.4%		42.9%		45.4%		45.3%		46.8%		40.1%		40.8%		39.5%		30.9%		34.2%		46.0%		44.7%		45.3%		42.7%		34.6%		38.0%		41.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		10,945		11,544		11,846		12,630		13,342		15,397		15,718		16,050		15,569		16,886		16,273		19,856		34,335		41,369		75,704		47,337		53,015		100,352		176,056

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		9,479		10,143		10,319		10,909		11,113		12,583		12,743		13,130		12,577		13,313		13,115		15,633		29,941		34,605		64,546		38,450		42,061		80,511		145,057

				中止率 チュウシ リツ		13.4%		12.1%		12.9%		13.6%		16.7%		18.3%		18.9%		18.2%		19.2%		21.2%		19.4%		21.3%		12.8%		16.4%		14.7%		18.8%		20.7%		19.8%		17.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		78,854		93,449		95,270		86,092		84,295		92,000		96,863		101,251		102,429		107,351		108,732		115,385		267,573		262,387		529,960		300,543		331,468		632,011		1,161,971

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,097,865		1,130,739		1,156,806		1,185,204		1,214,530		1,245,672		1,281,790		1,319,068		1,351,221		1,385,990		1,422,380		1,455,429		1,156,806		1,245,672		1,245,672		1,351,221		1,351,221		1,455,429		1,455,429

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,132,177		1,165,576		1,192,068		1,221,075		1,253,745		1,288,560		1,328,370		1,367,604		1,402,161		1,439,591		1,479,346		1,516,454		1,192,068		1,288,560		1,288,560		1,402,161		1,516,454		1,516,454		1,516,454

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		32,892		35,719		25,877		30,851		40,998		23,492		64,164		77,667		36,378		71,190		60,642		43,373		94,487		95,341		189,828		178,209		175,205		353,414		543,242

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		17,631		15,715		23,514		18,030		20,269		22,072		30,809		33,623		34,507		37,245		30,066		36,761		56,860		60,371		117,231		98,940		104,072		203,012		320,243

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		53.60%		44.00%		90.87%		58.44%		49.44%		93.95%		48.02%		43.29%		94.86%		52.32%		49.58%		84.75%		60.18%		63.32%		61.76%		55.52%		59.40%		57.44%		58.95%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		112,357		127,270		121,975		113,040		113,324		127,664		131,037		132,321		135,117		139,320		143,149		158,241		361,602		354,028		715,630		398,475		440,710		839,184		1,554,815

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		-		-		-		-		-		-		705		1,772		4,635		8,968		15,533		13,662		-		-		-		7,112		38,163		45,275		45,275

				営業利益 エイギョウ リエキ		33,866		59,368		43,948		31,385		39,018		73,381		63,437		81,140		71,486		80,092		80,480		77,781		137,182		143,784		280,966		216,063		238,353		454,415		735,381

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.01%		27.96%		20.88%		16.13%		18.65%		31.10%		27.12%		32.18%		29.78%		31.53%		31.31%		28.69%		22.06%		22.48%		22.27%		29.74%		30.47%		30.13%		28.69%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,254,508		1,313,330		1,309,483		1,340,850		1,380,025		1,398,192		1,461,544		1,501,384		1,449,911		1,364,323		1,444,770		1,430,216		1,309,483		1,398,192		1,398,192		1,449,911		1,430,216		1,430,216		1,430,216

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		19,061,790		19,061,790		19,061,771		19,061,740		19,061,722		19,061,709		19,061,682		19,059,987		18,923,856		18,712,935		18,646,896		18,646,896		19,061,771		19,061,709		19,061,709		18,923,856		18,923,856		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		65.81		68.90		68.70		70.34		72.40		73.35		76.67		78.77		76.62		72.91		77.48		76.70		68.70		73.35		73.35		76.62		76.62		76.70		76.70

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		2,134		6,400		2,796		3,580		2,982		3,405		2,833		3,420		3,165		3,690		5,140		5,730		2,796		3,405		3,405		3,165		5,730		5,730		5,730

				項目 コウモク		16/10		16/11		16/12		17/01		17/02		17/03		17/04		17/05		17/06		17/07		17/08		17/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2017年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		707		692		728		796		812		823		814		927		910		1,087		1,018		974		2,127		2,431		4,558		2,651		3,079		5,730		10,288

		6期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		644		563		577		583		601		593		543		579		572		715		602		631		1,784		1,777		3,561		1,694		1,948		3,642		7,203

				中止率 チュウシ リツ		8.9%		18.6%		20.7%		26.8%		26.0%		27.9%		33.3%		37.5%		37.1%		34.2%		40.9%		35.2%		16.1%		26.9%		21.9%		36.1%		36.7%		36.4%		30.0%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		6,087		6,020		6,391		6,335		5,578		6,607		6,485		7,321		6,868		9,480		9,459		10,325		18,498		18,520		37,018		20,674		29,264		49,938		86,956

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		5,774		5,250		5,541		5,553		4,924		5,771		5,720		6,477		6,041		8,190		8,067		8,859		16,565		16,248		32,813		18,238		25,116		43,354		76,167

				中止率 チュウシ リツ		5.1%		12.8%		13.3%		12.3%		11.7%		12.7%		11.8%		11.5%		12.0%		13.6%		14.7%		14.2%		10.4%		12.3%		11.4%		11.8%		14.2%		13.2%		12.4%

				参加者数 サンカシャ スウ		68,481		68,222		77,414		70,035		66,922		71,551		77,077		84,892		76,506		94,604		80,713		85,367		214,117		208,508		422,625		238,475		260,684		499,159		921,784

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		761,393		789,222		816,317		846,673		871,136		897,787		926,508		957,980		983,926		1,012,123		1,040,636		1,068,966		816,317		897,787		897,787		983,926		983,926		1,068,966		1,068,966

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		778,434		808,060		836,717		868,736		895,061		923,687		954,006		987,015		1,014,395		1,044,208		1,074,082		1,102,904		836,717		923,687		923,687		1,014,395		1,102,904		1,102,904		1,102,904





9期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2020年9月期 第１四半期  至 2020年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		部門		1001		役員		～		0000		共通部門

		整理仕訳の集計条件		日常仕訳にまとめて集計する

		単位設定		(単位：円)										単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2020年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第４四半期実績金額(発生)		2020年9月期 通期 ツウキ		2020年9月期 通期 ツウキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		33,031,221		16,683,266		17,886,005		6,581,716		74,182,208		74,182

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		448,134,671		379,311,234		43,577,216		133,338,214		1,004,361,335		1,004,361

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		6,681,755		5,026,100		205,138		1,144,805		13,057,798		13,058

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		41,961,000		36,489,000		3,490,000		4,989,200		86,929,200		86,929

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		29,632,703		30,494,307		7,813,944		15,107,790		83,048,744		83,049

		42080		売上高-賃貸収入		70,547		82,183		9,455		0		162,185		162

		42090		売上高-有料掲載		170,000		165,000		0		0		335,000		335

		42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,804,329		-7,364		0		0		6,796,965		6,797

		42120		売上高-恋学		5,679,334		6,381,003		5,005,900		3,701,718		20,767,955		20,768

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		45,972,561		45,823,227		40,952,442		44,162,497		176,910,727		176,911

		42140		売上高-その他		674,876		928,328		1,354,990		1,209,873		4,168,067		4,168

		42150		売上高-自社返金		-1,476,827		-1,285,640		-94,980		-157,935		-3,015,382		-3,015

		42160		売上高-FC返金		-15,680,086		-13,872,741		-7,117,103		-5,822,215		-42,492,145		-42,492

		43000		売上高-開発受託・保守		2,068,750		225,000		95,000		106,750		2,495,500		2,496

				純売上高		603,724,834		506,442,903		113,178,007		204,362,413		1,427,708,157		1,427,708

		51030		仕入高		22,971,644		12,912,866		571,218		719,529		37,175,257		37,175

				当期製品製造原価		22,235,493		18,734,862		16,121,643		14,385,211		71,477,209		71,477

				売上原価		45,207,137		31,647,728		16,692,861		15,104,740		108,652,466		108,652

				売上総利益		558,517,697		474,795,175		96,485,146		189,257,673		1,319,055,691		1,319,056

		61010		広告宣伝費		73,837,875		69,312,499		6,390,668		7,405,818		156,946,860		156,947

		61020		販売促進費		18,599,975		14,999,928		1,006,885		4,239,414		38,846,202		38,846

		61030		役員報酬		26,770,000		29,790,000		29,790,000		29,790,000		116,140,000		116,140

		61040		給与手当		91,886,340		91,890,467		91,043,100		90,538,847		365,358,754		365,359

		61050		通勤交通費		3,515,477		3,432,818		315,069		185,211		7,448,575		7,449

		61060		賞与引当金繰入		10,604,249		7,863,418		9,624,651		-9,605,818		18,486,500		18,487

		61070		賞与		0		0		0		18,005,400		18,005,400		18,005

		61110		法定福利費		16,286,592		16,305,447		16,283,413		15,689,768		64,565,220		64,565

		61120		福利厚生費		1,855,223		1,107,675		1,086,723		728,393		4,778,014		4,778

		61130		（有形）減価償却費		2,458,245		2,592,863		2,641,138		2,182,410		9,874,656		9,875

		61140		（無形）減価償却費		244,941		244,941		1,494,942		1,494,940		3,479,764		3,480

		61180		地代家賃		18,445,221		18,445,431		18,025,337		17,815,500		72,731,489		72,731

		61210		旅費交通費		1,086,489		1,422,698		96,104		259,847		2,865,138		2,865

		61220		通信費		2,045,662		2,073,008		2,263,520		2,044,665		8,426,855		8,427

		61230		運送費		61,828		44,446		234,725		37,705		378,704		379

		61240		交際接待費		431,267		246,451		0		45,500		723,218		723

		61250		会議費		37,892		21,026		0		3,177		62,095		62

		61260		支払手数料		4,532,408		2,338,551		1,688,837		1,976,512		10,536,308		10,536

		61270		決済手数料		32,643,375		26,151,583		4,075,226		11,300,790		74,170,974		74,171

		61280		業務委託費		16,953,362		16,195,099		22,662,885		19,633,721		75,445,067		75,445

		61290		システム関連委託費		18,319,955		22,311,791		22,105,872		21,745,561		84,483,179		84,483

		61300		支払報酬		5,610,009		11,601,858		5,701,465		7,263,552		30,176,884		30,177

		61310		採用費		15,651,377		4,223,358		3,095,336		7,086,068		30,056,139		30,056

		61320		教育費		84,755		642,820		8,182		15,000		750,757		751

		61330		調査費		110,367		135,316		146,886		127,766		520,335		520

		61340		リース料		362,178		362,178		362,178		258,692		1,345,226		1,345

		61360		水道光熱費		1,634,726		1,587,751		1,281,274		1,345,779		5,849,530		5,850

		61370		消耗品費		16,422,515		12,713,759		8,634,650		9,323,391		47,094,315		47,094

		61380		新聞図書費		89,432		36,938		57,880		90,263		274,513		275

		61390		事務用消耗品費		262,652		167,297		116,943		169,416		716,308		716

		61400		諸会費		367,576		86,574		253,455		75,000		782,605		783

		61410		寄付金		50,000		0		0		0		50,000		50

		61420		保険料		341,744		335,082		473,532		402,833		1,553,191		1,553

		61430		貸倒引当金繰入		1,018,196		0		-1,363		0		1,016,833		1,017

		61450		租税公課		4,607,350		5,554,934		557,850		3,884,414		14,604,548		14,605

		61460		雑費		-152,256		84,900		48,711		74,803		56,158		56

				販売費及び一般管理費計		387,076,997		364,322,905		251,566,074		265,634,338		1,268,600,314		1,268,600

				営業利益		171,440,700		110,472,270		-155,080,928		-76,376,665		50,455,377		50,455

		71010		受取利息		53,704		82,508		60,532		48,709		245,453		245

		71060		雑収入		706,407		311,000		2,000,000		6,000,000		9,017,407		9,017

				営業外収益		760,111		393,508		2,060,532		6,048,709		9,262,860		9,263

		76070		雑損失		0		0		400,000		0		400,000		400

				営業外費用		0		0		400,000		0		400,000		400

				経常利益		172,200,811		110,865,778		-153,420,396		-70,327,956		59,318,237		59,318

		81060		その他特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

				特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

		86030		固定資産除却損		0		0		599,593		0		599,593		600

		86060		減損損失		0		0		0		38,955,130		38,955,130		38,955

		86070		その他特別損失		0		0		0		4,070,811		4,070,811		4,071

				特別損失		0		0		599,593		43,025,941		43,625,534		43,626

				税引前当期純利益		172,200,811		110,865,778		-154,019,989		-106,831,734		22,214,866		22,215

		91010		法人税、住民税及び事業税		50,489,998		46,496,696		-71,569,123		-23,288,273		2,129,298		2,129

		91020		法人税等調整額		11,131,092		-5,367,772		11,814,748		-3,486,592		14,091,476		14,091

				法人税等		61,621,090		41,128,924		-59,754,375		-26,774,865		16,220,774		16,221

				当期純利益		110,579,721		69,736,854		-94,265,614		-80,056,869		5,994,092		5,994



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		551,327,516		453,228,162		65,855,220		155,288,325		1,225,699,223

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		551,328		453,228		65,855		155,288		1,225,699





10期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年9月期 第１四半期  至 2021年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)

		コード		科目名		2021年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第４四半期実績金額(発生)

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		-648,699		1,020,369		236,233		585,789

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		164,241,871		78,085,524		98,035,218		97,001,062

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		1,200,000		487,863		771,537		589,200

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		12,808,500		5,598,500		5,104,000		5,866,000

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		14,173,090		6,808,665		6,691,394		-60,013

		42090		売上高-有料掲載		226,000		0		0		0

		42120		売上高-恋学		3,762,428		5,368,190		4,518,208		3,249,929

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		46,136,211		42,800,332		37,967,348		34,372,447

		42140		売上高-その他		0		21,288		60,000		5,200

		42150		売上高-自社返金		-109,770		-49,560		-19,804		-21,008

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		0		561,800		923,300		1,211,400

		42153		売上高-事業創造G		983,331		1,022,605		724,489		538,678

		42160		売上高-FC返金		-5,481,163		-4,453,571		-2,886,371		-2,525,256

		43000		売上高-開発受託・保守		124,500		102,000		110,000		170,500

				純売上高		237,416,299		137,374,005		152,235,552		140,983,928

		51030		仕入高		258,667		203,894		202,227		178,053

				当期製品製造原価		11,872,589		11,486,391		9,600,351		8,361,120

				売上原価		12,131,256		11,690,285		9,802,578		8,539,173

				売上総利益		225,285,043		125,683,720		142,432,974		132,444,755

		61010		広告宣伝費		14,821,898		11,477,451		14,552,229		18,533,986

		61020		販売促進費		5,422,164		1,619,573		306,308		45,092

		61030		役員報酬		29,870,000		15,480,000		15,480,000		15,480,000

		61040		給与手当		89,787,607		92,012,131		88,938,796		90,826,487

		61050		通勤交通費		0		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		8,923,800		7,314,000		8,748,235		8,613,000

		61110		法定福利費		15,323,040		15,319,348		15,091,874		14,921,323

		61120		福利厚生費		864,528		580,520		593,750		690,329

		61130		（有形）減価償却費		459,536		396,764		576,239		556,402

		61140		（無形）減価償却費		1,479,110		1,447,443		1,447,443		1,447,435

		61180		地代家賃		17,818,050		18,906,863		6,251,729		3,285,879

		61210		旅費交通費		470,063		381,563		199,173		155,086

		61220		通信費		1,134,900		1,281,264		1,454,035		1,286,852

		61230		運送費		86,383		135,027		33,841		20,657

		61240		交際接待費		81,042		10,900		53,495		0

		61250		会議費		2,130		0		1,446		0

		61260		支払手数料		3,361,650		1,727,752		2,738,952		1,374,788

		61270		決済手数料		12,589,664		5,928,063		7,079,979		6,649,284

		61280		業務委託費		24,263,487		18,925,069		24,293,383		23,672,632

		61290		システム関連委託費		17,828,372		17,406,440		19,147,323		19,918,722

		61300		支払報酬		7,258,298		6,311,360		10,420,182		6,685,825

		61310		採用費		1,679,959		2,337,499		857,499		557,499

		61320		教育費		188,182		40,496		52,728		8,182

		61330		調査費		206,002		55,035		77,850		97,490

		61340		リース料		243,452		99,653		52,680		52,680

		61360		水道光熱費		1,339,067		1,306,857		355,375		169,794

		61370		消耗品費		13,800,310		11,160,071		9,581,286		9,508,116

		61380		新聞図書費		6,082		0		46,590		97,782

		61390		事務用消耗品費		126,291		128,940		58,625		38,026

		61400		諸会費		332,000		155,000		265,728		75,000

		61410		寄付金		0		0		0		0

		61420		保険料		329,308		330,228		434,338		270,875

		61450		租税公課		2,063,084		1,156,100		760,100		3,439,643

		61460		雑費		-15,253,337		296,650		-26,814		3,188

				販売費及び一般管理費計		256,906,122		233,728,060		229,924,397		228,482,054

				営業利益		-31,621,079		-108,044,340		-87,491,423		-96,037,299

						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		186,534,329		87,599,790		108,042,207		101,606,274		483,782,600

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		186,534		87,600		108,042		101,606		483,783





10期通期PL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年  9月  1日  至 2021年  9月 30日

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)				単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2021年  9月
単月実績 タンゲツ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		2,378		1,193,692		1,194

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		25,021,713		437,363,675		437,364				26,644,773

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		146,700		3,048,600		3,049

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		2,005,500		29,377,000		29,377

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		-13,109		27,613,136		27,613

		42090		売上高-有料掲載		0		226,000		226

		42120		売上高-恋学		1,012,790		16,898,755		16,899

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		10,988,119		161,276,338		161,276

		42140		売上高-その他		2,600		86,488		86

		42150		売上高-自社返金		0		-200,142		-200

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		481,200		2,696,500		2,697

		42153		売上高-事業創造G		187,491		3,269,103		3,269

		42160		売上高-FC返金		-593,409		-15,346,361		-15,346

		43000		売上高-開発受託・保守		75,000		507,000		507

				純売上高		39,316,973		668,009,784		668,010

		51030		仕入高		65,566		842,841		843

				当期製品製造原価		2,615,770		41,320,451		41,320

				売上原価		2,681,336		42,163,292		42,163

				売上総利益		36,635,637		625,846,492		625,846

		61010		広告宣伝費		8,025,550		59,385,564		59,386

		61020		販売促進費		0		7,393,137		7,393

		61030		役員報酬		5,160,000		76,310,000		76,310

		61040		給与手当		30,400,376		361,565,021		361,565

		61050		通勤交通費		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		2,674,000		33,599,035		33,599

		61110		法定福利費		4,761,421		60,655,585		60,656

		61120		福利厚生費		240,509		2,729,127		2,729

		61130		（有形）減価償却費		182,434		1,988,941		1,989

		61140		（無形）減価償却費		482,473		5,821,431		5,821

		61180		地代家賃		1,095,293		46,262,521		46,263

		61210		旅費交通費		42,407		1,205,885		1,206

		61220		通信費		425,175		5,157,051		5,157

		61230		運送費		3,968		275,908		276

		61240		交際接待費		0		145,437		145

		61250		会議費		0		3,576		4

		61260		支払手数料		323,343		9,203,142		9,203

		61270		決済手数料		1,728,497		32,246,990		32,247

		61280		業務委託費		11,914,189		91,154,571		91,155

		61290		システム関連委託費		6,161,540		74,300,857		74,301

		61300		支払報酬		2,092,000		30,675,665		30,676

		61310		採用費		185,833		5,432,456		5,432

		61320		教育費		0		289,588		290

		61330		調査費		34,115		436,377		436

		61340		リース料		17,560		448,465		448

		61360		水道光熱費		64,566		3,171,093		3,171

		61370		消耗品費		3,082,482		44,049,783		44,050

		61380		新聞図書費		3,600		150,454		150

		61390		事務用消耗品費		9,600		351,882		352

		61400		諸会費		25,000		827,728		828

		61410		寄付金		0		0		0

		61420		保険料		105,624		1,364,749		1,365

		61450		租税公課		1,557,411		7,418,927		7,419

		61460		雑費		1,064		-14,980,313		-14,980

				販売費及び一般管理費計		80,800,030		949,040,633		949,041

				営業利益		-44,164,393		-323,194,141		-323,194





2期分通期実績

																								サマリ								プロダクト別 ベツ

																						3区分 クブン						単位：千円 タンイ セ										単位：千円 タンイ セ

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				9期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182				MJ		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182		1,194						純売上高		1,427,708		668,010				純売上高		1,427,708		1,225,699		202,009

				42020		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361				MJ		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361		437,364						　MJ		1,225,699		483,783		(741,917)		売上原価		108,652

				42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058				MJ		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058		3,049						　CL		176,911		161,276		(15,634)		売上総利益		1,319,056

				42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929				MJ		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929		29,377						　他 ホカ		25,098		22,951		(2,147)		販売費及び一般管理費計		1,268,600

				42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049				MJ		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049		27,613						売上原価		108,652		42,163				営業利益		50,455

				42080		売上高-賃貸収入		162				MJ		売上高-有料掲載		7,132		226						売上総利益		1,319,056		625,846

				42090		売上高-有料掲載		335				メディア		売上高-恋学		20,768		16,899		(3,869)				販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

				42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,797				CL		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911		161,276						営業利益		50,455		(323,194)										単位：千円 タンイ セ

				42120		売上高-恋学		20,768				他 ホカ		売上高-その他		4,330		86														10期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911				MJ		売上高-自社返金		(3,015)		(200)														純売上高		668,010		483,783		184,227

				42140		売上高-その他		4,168				海外 カイガイ		売上高-5minGlobal				0				2区分 クブン						単位：千円 タンイ セ				売上原価		42,163

				42150		売上高-自社返金		(3,015)				相談所 ソウダンジョ		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所				2,697						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				売上総利益		625,846

				42160		売上高-FC返金		(42,492)				人材・ママ婚・Pairy ジンザイ コン		売上高-事業創造G				3,269						純売上高		1,427,708		668,010				販売費及び一般管理費計		949,041

				43000		売上高-開発受託・保守		2,496				MJ		売上高-FC返金		(42,492)		(15,346)						　MJ		1,225,699		483,783				営業利益		(323,194)

						純売上高		1,427,708				MJ		売上高-開発受託・保守		2,496		507						　他 ホカ		202,009		184,227

				51030		仕入高		37,175						純売上高		1,427,708		668,010						売上原価		108,652		42,163

						当期製品製造原価		71,477						仕入高		37,175		843						売上総利益		1,319,056		625,846

						売上原価		108,652						当期製品製造原価		71,477		41,320						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						売上総利益		1,319,056						売上原価		108,652		42,163						営業利益		50,455		(323,194)

				61010		広告宣伝費		156,947						売上総利益		1,319,056		625,846

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157

				61230		運送費		379						運送費		379		276

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145

				61250		会議費		62						会議費		62		4

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432

				61320		教育費		751						教育費		751		290

				61330		調査費		520						調査費		520		436

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





作業１

												広告宣伝費		●		2,838		8,730		5,892		広告宣伝費		●		0		0		0

				直接販管費 チョ		間接販管費 カン		合計 ゴウケイ				販売促進費				1,474		375		-1,099		販売促進費		●		0		0		0

		10期10月 キ ガツ		43,840		42,809		86,649				役員報酬				0		0		0		役員報酬				9,930		5,160		(4,770)

		11期10月 キ ガツ		51,024		35,397		86,421				給与手当		人事		18,586		19,725		1,139		給与手当				11,102		11,495		393

												賞与引当金繰入		人事		2,393		2,262		-131		賞与引当金繰入				1,050		849		(201)

												法定福利費		人事		347		3,152		2,805		法定福利費				4,583		2,054		(2,529)

												福利厚生費				25		0		-25		福利厚生費		総務		154		266		112

												（有形）減価償却費				0		0		0		（有形）減価償却費				153		161		8

												（無形）減価償却費				416		0		-416		（無形）減価償却費				82		57		(25)

												地代家賃				0		0		0		地代家賃				5,939		1,326		(4,613)

												旅費交通費				91		30		-61		旅費交通費				62		0		(62)

												通信費				13		36		23		通信費				635		501		(134)

												運送費				0		0		0		運送費				14		15		1

												交際接待費				0		0		0		交際接待費				0		320		320

												会議費				0		6		6		会議費				0		0		0

												支払手数料				0		14		14		支払手数料				557		797		240

												決済手数料				4,566		2,892		-1,674		決済手数料				0		0		0

												業務委託費				7,408		8,873		1,465		業務委託費		●		1,818		5,830		4,012

												システム関連委託費				4,016		2,394		-1,622		システム関連委託費		●		1,847		1,000		(847)

												支払報酬				151		500		349		支払報酬				1,793		1,960		167

												採用費				0		0		0		採用費		人事		118		980		862

												教育費				0		0		0		教育費				8		45		37

												調査費				0		0		0		調査費				51		15		(36)

												リース料				0		0		0		リース料				113		65		(48)

												水道光熱費				0		0		0		水道光熱費				448		60		(388)

												消耗品費				1,462		2,025		563		消耗品費		●		1,164		1,706		542

												新聞図書費				0		10		10		新聞図書費				5		34		29

												事務用消耗品費				0		0		0		事務用消耗品費				35		38		3

												諸会費				0		0		0		諸会費				82		82		0

												保険料				0		0		0		保険料				110		119		9

												租税公課				46		0		-46		租税公課				940		462		(478)

												雑費				0		0		0		雑費				16		0		(16)

												（直接）
販売費及び一般管理費計		●		43,833		51,024		7,191		（間接）
販売費及び一般管理費計		計算		42,809		35,397		(7,412)

												配賦前営業利益		●		27,184		-14,033		-41,217

												（間接）
販売費及び一般管理費計		自動		15,781		35,397		19,616

												配賦後営業利益		自動		11,403		-49,430		-60,833





















































★過去売上利益推移

		全社推移 ゼンシャ スイイ

																						単位：千円 タンイ セ

								9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				603,725		506,443		113,178		204,362		237,416		137,374		152,236		140,984

				営業利益 エイギョウ リエキ				171,441		110,472		(155,081)		(76,377)		(31,621)		(108,044)		(87,491)		(96,037)



売上・営業利益推移



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	603724.83400000003	506442.90299999999	113178.007	204362.413	237416.299	137374.005	152235.552	140983.92800000001	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	171440.7	110472.27	-155080.92800000001	-76376.664999999994	-31621.079000000002	-108044.34	-87491.422999999995	-96037.298999999999	









★MJ推移（配賦前）

		MJ推移（配賦前） スイイ ハイフマエ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												125,496		35,420		54,844		41,748						配賦前営業利益　⇒9期が分からない ハイフマエ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								42,945		51,429		31,122		9,496		7,578		18,346		22,388		17,477		14,979		22,594		13,335		5,819		257,508

												125,496						35,420						54,844						41,748

														単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ				125,496		35,420		54,844		41,748





売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	125496	35420	54844	41748	







売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	125496	35420	54844	41748	









★MJ推移 (配賦後)

		MJ推移（配賦後） スイイ ハイフ ゴ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												66,828		(21,474)		2,772		(10,226)						配賦後営業利益　⇒9期が分からない ハイフ ゴ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								21,607		27,109		18,112		-8,888		-11,130		-1,456		2,744		941		-913		5,520		-4,115		-11,631		37,900

												66,828						-21,474						2,772						-10,226



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	66828	-21474	2772	-10226	









★サービス別概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年										2021/9期

								実績		期初予想		実績												売上 ウリアゲ		販管費 ハンカンヒ		配賦前営業利益 ハイフマエ エイギョウリエキ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				1,223		-		485		△60.3%						イベントECサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		85.7%		-		72.4%		△13.3pt								構成比(%) コウセイヒ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				204		-		184		△9.6%						WEBサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		14.3%		-		27.6%		+3.3pt								構成比(%) コウセイヒ



								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				街コンジャパン マチ

						構成比(%) コウセイヒ

				カップリング

						構成比(%) コウセイヒ

				その他サービス タ

						構成比(%) コウセイヒ





★BS概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2020/9期 キ		2021/9期 キ		対前年 タイゼンネン

						流動資産 リュウドウシサン				2,160		1,876		△ 283

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,817		1,830		12

						固定資産 コテイシサン				109		65		△ 43

				資産合計 シサンゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

						流動負債 リュウドウ フサイ				183		110		△ 73

						固定負債 コテイフサイ				17		139		+122

				負債合計 フサイ ゴウケイ						200		250		+49

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						2,068		1,692		△ 376

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

				自己資本比率 ジコシホン ヒリツ						91.2%		87.1%		△4.1pt





★PL概要

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年		対期初予想

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%		-



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%		-

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt		-

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-		-

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-





★PL概要 (Q毎)

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								１Q				２Q				３Q				４Q				通期 ツウキ

								9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ

				売上高				603		237		506		137		113		152		204		143		1,427		670

				売上総利益				558		225		474		125		96		142		189		134		1,319		627

						売上比(%)		92.5%		94.9%		93.8%		91.5%		85.3%		93.6%		92.6%		94.0%		92.4%		93.7%

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		△ 31		110		△ 108		△ 155		△ 87		△ 76		△ 90		50		△ 317

						売上比(%)		28.4%		-		21.8%		-		-		-		-		-		3.5%		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		△ 31		110		△ 104		△ 153		△ 87		△ 70		△ 90		59		△ 313

						売上比(%)		28.5%		-		21.9%		-		-		-		-		-		4.2%		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		△ 38		69		△ 109		△ 94		△ 103		△ 80		△ 125		5		△ 376

						売上比(%)		18.3%		-		13.8%		-		-		-		-		-		0.4%		-





														緊急事態宣言期間売上 キンキュウジタイセンゲン キカン ウリアゲ

														144

														緊急事態宣言なし売上 キンキュウ ジタイ センゲン ウリアゲ

														237











★販管費削減

												単位：千円 タンイ セ

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				②		通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				②		地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				②		水道光熱費		5,850		3,192		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				③		採用費		30,056		5,632		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

						その他 タ		360,811		283,559		(73,355)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(319,560)



												単位：千円 タンイ セ								9期⇒10期削減項目 キ キ サクゲン コウモク

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン								合計 ゴウケイ		(166,178)

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)								販促費 ハンソクヒ		(31,453)

				②		移転関連 イテン カンレン		86,030		49,454		(36,575)								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		(39,830)

				③		採用費 サイヨウヒ		30,056		5,632		(24,424)								通勤交通費		(7,449)

						その他 タ		995,568		830,892		(164,676)								人件費 ジンケンヒ		(10,596)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(323,236)								減価償却 ゲンカショウキャク		(5,544)

																				旅費交通費		(1,659)

																				通信費		(3,270)

																				運送費		(103)

																				交際接待費		(578)

																				会議費		(59)

																				支払手数料		(1,333)

																				決済手数料		(41,924)

																				業務委託費		15,710

																				システム関連委託費		(10,182)

																				支払報酬		499

																				教育費		(461)

																				調査費		(84)

																				リース料		(897)

																				消耗品費		(3,045)

																				新聞図書費		(124)

																				事務用消耗品費		(364)

																				諸会費		45

																				寄付金		(50)

																				保険料		(188)

																				貸倒引当金繰入		(1,017)

																				租税公課		(7,186)

																				雑費		(15,036)



販管費削減



9期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	156946.85999999999	86029.593999999997	30056.138999999999	995567.72100000014	1268600.3140000002	10期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	59385.563999999998	49454.281000000003	5632.4560000000001	830891.75600000005	945364.05700000003	









【参考】販管費9⇒10期比較

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386		(97,561)						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393		(31,453)						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310		(39,830)						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565		(3,794)						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0		(7,449)						通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599		(2,893)						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656		(3,910)						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729		(2,049)						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989		(7,886)						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821		2,342						採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206		(1,659)						合計 ゴウケイ		1,268,600		949,041		(319,560)

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157		(3,270)

				61230		運送費		379						運送費		379		276		(103)

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145		(578)

				61250		会議費		62						会議費		62		4		(59)

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203		(1,333)

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247		(41,924)

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155		15,710

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301		(10,182)

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676		499

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432		(24,624)

				61320		教育費		751						教育費		751		290		(461)

				61330		調査費		520						調査費		520		436		(84)

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448		(897)

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050		(3,045)

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150		(124)

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352		(364)

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828		45

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0		(50)

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365		(188)

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017				(1,017)

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419		(7,186)

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)		(15,036)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041		(319,560)

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)		(373,650)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





【参考】販管費10⇒11期比較

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit#gid=1653422329



						AVE		103,309		79,781

						◆全社		11期合計		10期合計		差異		理由						10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ		AVE

						合計		1,239,707		957,377		282,330						原価 ゲンカ		2,991		3,003		3,008		3,379		3,425		3,484		3,956		4,160		4,349		4,532		4,711		4,952		45,950		3,829

						広告宣伝費		205,160		60,720		144,440						直接販管費 チョ		51,024		65,341		53,989		59,993		59,785		61,958		71,547		72,595		106,202		76,363		77,985		80,887		837,669		69,806

						販売促進費		22,827		7,483		15,344						間接販管費 カン		35,397		34,165		36,053		35,144		30,628		30,997		38,118		32,119		32,595		32,227		32,624		31,971		402,038		33,503

						役員報酬		61,920		79,850		-17,930						販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		86,421		99,506		90,042		95,137		90,413		92,955		109,665		104,714		138,797		108,590		110,609		112,858		1,239,707		103,309

						給与手当		412,202		362,415		49,787						コスト合計 ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						賞与引当金繰入		39,768		34,719		5,049

						法定福利費		68,412		55,266		13,146

						福利厚生費		4,429		3,002		1,427						MJ		75,260		87,526		77,288		80,399		74,158		75,238		89,246		82,117		114,176		82,425		81,511		80,117		999,461		83,288

						（有形）減価償却費		2,143		2,789		-646						その他（≒予算） タ ヨサン		14,152		14,983		15,762		18,117		19,680		21,201		24,375		26,757		28,970		30,697		33,809		37,693		286,196		23,850

						（無形）減価償却費		684		5,810		-5,126		ママ婚減損				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						地代家賃		15,912		47,690		-31,778		移転

						旅費交通費		1,904		1,330		574

						通信費		6,572		5,249		1,323		総務確認				マッチングサービス事業部（CL）		10,936		10,848		10,697		11,699		11,856		12,055		13,992		15,212		16,189		16,460		17,793		19,315

						運送費		180		328		-148						ブランド戦略室（海外）		0		15		41		122		250		539		1,231		1,975		2,658		3,300		4,651		6,364

						交際接待費		696		145		551						事業企画室（結婚相談所）		961		1,765		2,561		3,721		4,567		5,452		5,894		6,089		6,314		6,923		7,208		7,523

						会議費		78		24		54						コンテンツメディア事業部（メディア）		2,000		2,100		2,205		2,315		2,431		2,553		2,629		2,708		2,789		2,873		2,959		3,048

						支払手数料		9,106		9,552		-446						技術部（Pairy）		155		155		155		155		155		155		155		270		278		290		301		326

						決済手数料		63,337		34,530		28,807		売上増に比例				経営企画部（人材・ママ婚）		100		100		103		105		421		447		474		503		742		851		897		1,117

						業務委託費		183,092		89,384		93,708		人材サービス＋54,000千円、CL＋8,000千円など

						システム関連委託費		41,652		76,591		-34,939		業務委託費と入り繰り

						支払報酬		29,644		29,763		-119						CVR2.3%ロックした場合、MJに必要なSSはいくつか？ ヒツヨウ

						採用費		14,394		7,441		6,953		検討中				他サービスの累計で、年間を通じて月間ave23,850千円を叩き出せればOK ホカ ルイケイ ネンカン ツウ ゲッカン セ タタ ダ

						教育費		310		375		-65						MJ年明けの数字ダウンした場合のリスクヘッジ策は？ トシア スウジ バアイ サク

						調査費		180		408		-228						MJリアルイベント以外での収益をどうあげていくか？ イガイ シュウエキ

						リース料		720		655		65

						水道光熱費		720		3,390		-2,670		移転

						消耗品費		44,251		43,582		669

						新聞図書費		502		159		343

						事務用消耗品費		306		430		-124

						諸会費		855		844		11

						保険料		1,428		1,459		-31

						租税公課		6,223		6,977		-754

						雑費		100		-14,982		15,082		移転関連

												差異1,000千円以上を抜粋



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit

★来期予算

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/10期		2022/11期		対期初予想

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001

								営業利益 エイギョウリエキ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286

								営業利益 エイギョウリエキ

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/10期		2022/11期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)				516		206%

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)				102		155%

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				617		192%

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)		0		317
(-)				317		0%
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Sheet2

				11期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ

				全社 ゼンシャ		1,287,107		1,241,157		837,669		403,488		402,038		1,450

				　イベントEC事業部（MJ）		1,000,911		1,000,911		406,494		594,417

				　マッチングサービス事業部（CL）		167,052		140,831		166,936		-26,105

				　ブランド戦略室（海外）		21,146		19,826		60,018		-40,192

				　事業企画室（結婚相談所）		58,978		56,466		57,609		-1,143

				　コンテンツメディア事業部（メディア）		30,610		22,957		31,660		-8,703

				　技術部（Pairy）		2,550		-5,694		10756		-16,450

				　経営企画部（人材・ママ婚）		5,860		5,860		104,196		-98,336

				10期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ						売上 ウリアゲ

				全社 ゼンシャ		671,288		629,107		493,937		135,170		456,206		-321,036						615,819

				　MJ		485,509		481,452		221,176		260,276										515,402

				　Couplink		161,273		134,548		65,448		69,100										5,779

				　海外		177		-816		72,085		-72,901										20,969

				　結婚相談所		3,230		3,230		36,684		-33,454										55,748

				　ママ婚、人材、Pairy、KOIGAKU		20,676		10,289		98,544		-88,255										18,344

				　その他（ルーターズ）		423		404		0		404









（単位：百万円）

2020/9期

実績 期初予想 実績

1,223 - 485 △60.3%

構成比(%) 85.7% - 72.4% △13.3pt

204 - 184 △9.6%

構成比(%) 14.3% - 27.6% +13.3pt

イベントECサイト運営サービス

WEBサイト運営サービス

2021/9期
対前年

2021/9期 サービス別売上概要
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新型コロナウイルスの感染拡大、及び2Q以降の度重なる緊急事態宣言などにより
イベントECサイト「machicon JAPAN」の売上が大きな影響を受ける。


過去推移

		経営指標 ケイエイ シヒョウ

				項目 コウモク		20/10		20/11		20/12		21/01		21/02		21/03		21/04		21/05		21/06		21/07		21/08		21/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2021年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		732		291		209		185		237		246		301		286		312		394		241		213		3,647		668		1,900		899		848		1,747		3,647

		10期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		366		211		120		150		176		190		262		263		277		302		236		212		2,765		516		1,213		802		750		1,552		2,765

				中止率 チュウシ リツ		50.0%		27.5%		42.6%		18.9%		25.7%		22.8%		13.0%		8.0%		11.2%		23.4%		2.1%		0.5%		24.2%		22.8%		36.2%		10.8%		11.6%		11.2%		24.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		13,443		14,620		13,328		13,725		12,841		12,082		13,239		16,235		10,520		12,194		11,212		10,274		153,713		38,648		80,039		39,994		33,680		73,674		153,713

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		10,013		10,704		9,676		8,244		8,574		8,516		8,781		9,739		7,110		8,646		7,335		6,548		103,886		25,334		55,727		25,630		22,529		48,159		103,886

				中止率 チュウシ リツ		25.5%		26.8%		27.4%		39.9%		33.2%		29.5%		33.7%		40.0%		32.4%		29.1%		34.6%		36.3%		32.4%		34.4%		30.4%		35.9%		33.1%		34.6%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		33,696		40,517		28,002		15,744		16,658		21,305		24,705		21,780		19,168		26,721		17,093		14,821		102,215		53,707		155,922		65,653		58,635		124,288		280,210

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		30,506		32,063		30,612		29,905		28,100		30,471		26,295		32,807		27,604		27,250		32,063		26,224		93,181		88,476		181,657		86,706		85,537		172,243		353,900

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		3,190		8,454		▲ 2,610		▲ 14,161		▲ 11,442		▲ 9,166		▲ 1,590		▲ 11,027		▲ 8,436		▲ 529		▲ 14,970		▲ 11,403		9,034		▲ 34,769		▲ 25,735		▲ 21,053		▲ 26,902		▲ 47,955		▲ 73,690

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,189,517		-		-		2,208,724		-		-		2,233,470		-		-		2,260,164		2,189,517		2,208,724		2,208,724		2,233,470		2,260,164		2,260,164		2,260,164

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,094,226		-		-		2,107,951		-		-		2,129,816		-		-		2,161,312		2,094,226		2,107,951		2,107,951		2,129,816		2,161,312		2,161,312		2,161,312

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		4,134		5,458		3,822		3,183		1,707		2,889		1,344		1,821		3,743		277		239				13,414		7,779		21,194		6,908		516		7,424		28,618

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		453		560		406		397		401		435		95		112		89		204		90				1,419		1,233		2,652		296		294		590		3,242

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		10.97%		10.26%		10.61%		12.47%		23.48%		15.07%		7.07%		6.15%		2.37%		73.75%		37.66%		ERROR:#DIV/0!		10.58%		15.85%		12.51%		4.28%		57.02%		7.94%		11.33%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		54,066		60,479		43,946		20,253		21,855		31,525		36,958		31,132		27,059		41,302		28,748				158,491		73,633		232,124		95,149		70,050		165,199		397,323

				FP(婚活・メンズ)（千円） コンカツ センエン		1,421		1,908		931		297		279		324		247		58		0		45		0				5,511		900		5,161		305		45		350		5,511

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 15,642		▲ 10,190		▲ 5,789		▲ 38,915		▲ 38,858		▲ 32,837		▲ 26,689		▲ 24,065		▲ 36,738		▲ 20,764		▲ 31,109				▲ 31,621		▲ 110,610		▲ 142,231		▲ 87,492		▲ 51,873		▲ 139,364		▲ 281,595

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,053,448		2,043,272		2,033,350		1,993,334		1,955,977		1,921,560		1,894,037		1,869,886		1,818,001		1,797,245		1,766,148				2,033,350		1,921,560		1,921,560		1,818,001		0		0		0

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		110.12		109.58		109.04		106.90		104.90		103.05		101.57		100.28		97.50		96.38		94.72		0.00		109.04		103.05		103.05		97.50		0.00		0.00		0.00

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		302		289		273		287		360		330		292		317		340		302		302		341		273		330		330		340		341		341		341

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		74		73		74		74		74		71		70		70		69		70		71		71		74		71		71		69		71		71		71

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		19/10		19/11		19/12		20/01		20/02		20/03		20/04		20/05		20/06		20/07		20/08		20/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2020年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		651		680		771		871		1,243		789		437		633		423		335		289		307		7,429		2,903		5,005		1,493		931		2,424		7,429

		9期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		422		521		538		575		594		217		373		458		238		221		208		193		4,558		1,386		2,867		1,069		622		1,691		4,558

				中止率 チュウシ リツ		35.2%		23.4%		30.2%		34.0%		52.2%		72.5%		14.6%		27.6%		43.7%		34.0%		28.0%		37.1%		38.6%		52.3%		42.7%		28.4%		33.2%		30.2%		38.6%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		19,099		19,452		18,222		17,687		19,879		19,493		17,615		15,572		10,772		14,837		16,502		13,321		202,451		57,059		113,832		43,959		44,660		88,619		202,451

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,954		16,323		15,372		14,729		16,141		14,511		3,438		3,460		7,342		9,769		10,973		9,906		136,918		45,381		92,030		14,240		30,648		44,888		136,918

				中止率 チュウシ リツ		21.7%		16.1%		15.6%		16.7%		18.8%		25.6%		80.5%		77.8%		31.8%		34.2%		33.5%		25.6%		32.4%		20.5%		19.2%		67.6%		31.4%		49.3%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		77,097		97,866		89,183		78,947		86,494		44,900		6,442		12,344		22,824		34,118		28,897		33,112		264,146		210,341		474,487		41,610		96,127		137,737		612,224

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		88,712		100,568		90,299		104,521		117,263		102,228		100,957		138,119		101,052		121,913		131,027		114,064		279,579		324,012		603,591		340,128		367,004		707,132		1,310,723

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		▲ 11,615		▲ 2,702		▲ 1,116		▲ 25,574		▲ 30,769		▲ 57,328		▲ 94,515		▲ 125,775		▲ 78,228		▲ 87,795		▲ 102,130		▲ 80,952		▲ 15,433		▲ 113,671		▲ 129,104		▲ 298,518		▲ 270,877		▲ 569,395		▲ 698,499

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,830,732		1,857,290		1,878,517		1,906,751		1,931,751		1,943,423		1,946,532		1,950,412		2,022,123		-		-		2,155,511		1,878,517		1,943,423		1,943,423		2,022,123		2,155,511		2,155,511		2,155,511

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,906,547		1,934,342		1,958,056		1,988,738		2,015,085		2,026,911		2,030,353		2,034,889		2,038,363		-		-		2,064,292		1,958,056		2,026,911		2,026,911		2,038,363		2,064,292		2,064,292		2,064,292

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		22,172		23,041		22,779		17,634		20,466		7,784		6,151		9,212		10,242		8,330		7,957		5,244		67,991		45,884		113,876		25,605		21,532		47,136		161,012

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		11,091		11,497		9,628		8,618		9,186		1,863		1,812		1,265		1,840		1,672		389		609		32,216		19,666		51,883		4,917		2,670		7,587		59,470

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.02%		49.90%		42.27%		48.87%		44.88%		23.93%		29.46%		13.74%		17.97%		20.07%		4.89%		11.61%		47.38%		42.86%		45.56%		19.21%		12.40%		16.10%		36.94%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		134,496		154,041		143,918		126,693		142,178		96,568		11,372		2,442		22,646		39,880		39,983		47,652		432,455		365,439		797,893		36,460		127,516		163,975		961,869

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		4,703		4,527		3,384		2,104		1,894		1,188		103		30		405		600		752		750		20,439		5,185		17,799		538		2,102		2,640		20,439

				営業利益 エイギョウ リエキ		46,023		68,478		56,940		24,881		48,293		37,299		▲ 58,092		▲ 61,705		▲ 35,284		▲ 28,864		▲ 24,404		▲ 23,109		171,441		110,472		281,913		▲ 155,081		▲ 76,377		▲ 231,458		50,455

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		24.07%		32.11%		28.57%		14.20%		24.52%		27.79%		-		-		-		-		-		-		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,108,832		2,177,748		2,173,382		2,198,270		2,246,909		2,243,106		2,185,046		2,122,365		2,148,853		2,120,005		2,095,619		2,068,730		2,173,382		2,243,106		2,243,106		2,148,853		2,068,730		2,068,730		2,068,730

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		113.09		116.79		116.55		117.89		120.50		120.29		117.18		113.82		115.24		113.69		112.38		110.94		116.55		120.29		120.29		115.24		110.94		110.94		110.94

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		518		393		407		382		239		174		257		304		298		219		293		355		407		174		174		298		355		355		355

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		76		78		77		80		75		75		75		75		74		75		72		73		77		75		75		74		73		73		73

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		18/10		18/11		18/12		19/01		19/02		19/03		19/04		19/05		19/06		19/07		19/08		19/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2019年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		1,060		1,033		927		869		899		1,031		890		874		829		748		642		636		3,020		2,799		5,819		2,593		2,026		4,619		10,438

		8期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		649		650		623		608		684		774		697		665		635		557		463		435		1,922		2,066		3,988		1,997		1,455		3,452		7,440

				中止率 チュウシ リツ		38.8%		37.1%		32.8%		30.0%		23.9%		24.9%		21.7%		23.9%		23.4%		25.5%		27.9%		31.6%		36.4%		26.2%		31.5%		23.0%		28.2%		25.3%		28.7%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		17,866		19,009		20,681		19,557		19,201		22,747		19,164		20,576		19,081		18,097		20,786		20,458		57,556		61,505		119,061		58,821		59,341		118,162		237,223

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,389		15,571		17,013		15,111		15,258		18,013		15,807		17,015		16,057		15,112		17,293		16,491		46,973		48,382		95,355		48,879		48,896		97,775		193,130

				中止率 チュウシ リツ		19.5%		18.1%		17.7%		22.7%		20.5%		20.8%		17.5%		17.3%		15.8%		16.5%		16.8%		19.4%		18.4%		21.3%		19.9%		16.9%		17.6%		17.3%		18.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		102,418		116,769		122,706		92,864		91,925		101,709		91,505		102,187		99,368		94,760		104,967		92,635		341,893		286,498		628,391		293,060		292,362		585,422		1,213,813

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,488,422		1,521,319		1,551,466		1,581,842		1,607,699		1,634,802		1,662,902		1,692,787		1,719,866		1,749,438		1,779,204		1,805,077		1,551,466		1,634,802		1,634,802		1,719,866		1,805,077		1,805,077		1,805,077

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,553,992		1,588,476		1,619,436		1,651,115		1,677,913		1,706,004		1,734,796		1,765,258		1,792,630		1,822,454		1,852,811		1,879,686		1,619,436		1,706,004		1,706,004		1,792,630		1,879,686		1,879,686		1,879,686

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		50,080		58,474		39,430		28,807		23,369		35,770		21,776		22,508		23,708		18,684		17,903		18,818		147,985		87,946		235,931		67,991		55,405		123,396		359,326

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		25,089		28,124		25,788		19,307		16,012		18,505		13,103		13,667		12,264		10,296		10,398		9,320		79,001		53,824		132,825		39,034		30,014		69,048		201,873

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.10%		48.10%		65.40%		67.02%		68.52%		51.73%		60.17%		60.72%		51.73%		55.10%		58.08%		49.53%		53.38%		61.20%		56.30%		57.41%		54.17%		55.96%		56.18%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		163,718		160,444		171,045		159,715		148,613		168,562		144,857		157,854		158,586		154,654		177,439		159,160		495,207		476,890		972,096		461,296		491,253		952,549		1,924,646

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		17,911		12,389		7,650		5,750		8,063		7,889		6,029		6,884		7,121		8,377		11,756		8,805		37,950		21,702		59,652		20,034		28,938		48,972		108,623

				営業利益 エイギョウ リエキ		83,555		69,005		107,617		83,177		62,105		104,758		70,368		80,253		91,446		81,884		97,354		91,437		260,177		250,040		510,217		242,068		270,675		512,743		1,022,959

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		33.81%		27.59%		41.26%		37.20%		29.98%		43.14%		35.05%		36.92%		42.40%		39.63%		41.64%		43.09%		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,513,639		1,588,124		1,681,820		1,671,841		1,733,931		1,838,394		1,813,161		1,893,405		1,984,882		1,980,050		2,077,418		2,062,802		1,681,820		1,838,394		1,838,394		1,984,882		2,062,802		2,062,802		2,062,802

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		81.17		85.17		90.19		89.66		92.99		98.59		97.24		101.54		106.45		106.19		111.41		110.62		90.19		98.59		98.59		106.45		110.62		110.62		110.62

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		906		1,440		1,281		1,251		1,089		1,107		954		759		735		839		474		544		1,281		1,107		1,107		735		544		544		544

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		83		85		83		83		84		81		80		77		77		74		72		72		83		81		81		77		72		72		72



				項目 コウモク		17/10		17/11		17/12		18/01		18/02		18/03		18/04		18/05		18/06		18/07		18/08		18/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2018年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		723		609		629		587		729		784		756		663		767		903		1,058		1,099		1,961		2,100		4,061		2,186		3,060		5,246		9,307

		7期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		350		359		350		335		398		429		402		397		454		546		731		723		1,059		1,162		2,221		1,253		2,000		3,253		5,474

				中止率 チュウシ リツ		51.6%		41.1%		44.4%		42.9%		45.4%		45.3%		46.8%		40.1%		40.8%		39.5%		30.9%		34.2%		46.0%		44.7%		45.3%		42.7%		34.6%		38.0%		41.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		10,945		11,544		11,846		12,630		13,342		15,397		15,718		16,050		15,569		16,886		16,273		19,856		34,335		41,369		75,704		47,337		53,015		100,352		176,056

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		9,479		10,143		10,319		10,909		11,113		12,583		12,743		13,130		12,577		13,313		13,115		15,633		29,941		34,605		64,546		38,450		42,061		80,511		145,057

				中止率 チュウシ リツ		13.4%		12.1%		12.9%		13.6%		16.7%		18.3%		18.9%		18.2%		19.2%		21.2%		19.4%		21.3%		12.8%		16.4%		14.7%		18.8%		20.7%		19.8%		17.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		78,854		93,449		95,270		86,092		84,295		92,000		96,863		101,251		102,429		107,351		108,732		115,385		267,573		262,387		529,960		300,543		331,468		632,011		1,161,971

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,097,865		1,130,739		1,156,806		1,185,204		1,214,530		1,245,672		1,281,790		1,319,068		1,351,221		1,385,990		1,422,380		1,455,429		1,156,806		1,245,672		1,245,672		1,351,221		1,351,221		1,455,429		1,455,429

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,132,177		1,165,576		1,192,068		1,221,075		1,253,745		1,288,560		1,328,370		1,367,604		1,402,161		1,439,591		1,479,346		1,516,454		1,192,068		1,288,560		1,288,560		1,402,161		1,516,454		1,516,454		1,516,454

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		32,892		35,719		25,877		30,851		40,998		23,492		64,164		77,667		36,378		71,190		60,642		43,373		94,487		95,341		189,828		178,209		175,205		353,414		543,242

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		17,631		15,715		23,514		18,030		20,269		22,072		30,809		33,623		34,507		37,245		30,066		36,761		56,860		60,371		117,231		98,940		104,072		203,012		320,243

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		53.60%		44.00%		90.87%		58.44%		49.44%		93.95%		48.02%		43.29%		94.86%		52.32%		49.58%		84.75%		60.18%		63.32%		61.76%		55.52%		59.40%		57.44%		58.95%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		112,357		127,270		121,975		113,040		113,324		127,664		131,037		132,321		135,117		139,320		143,149		158,241		361,602		354,028		715,630		398,475		440,710		839,184		1,554,815

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		-		-		-		-		-		-		705		1,772		4,635		8,968		15,533		13,662		-		-		-		7,112		38,163		45,275		45,275

				営業利益 エイギョウ リエキ		33,866		59,368		43,948		31,385		39,018		73,381		63,437		81,140		71,486		80,092		80,480		77,781		137,182		143,784		280,966		216,063		238,353		454,415		735,381

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.01%		27.96%		20.88%		16.13%		18.65%		31.10%		27.12%		32.18%		29.78%		31.53%		31.31%		28.69%		22.06%		22.48%		22.27%		29.74%		30.47%		30.13%		28.69%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,254,508		1,313,330		1,309,483		1,340,850		1,380,025		1,398,192		1,461,544		1,501,384		1,449,911		1,364,323		1,444,770		1,430,216		1,309,483		1,398,192		1,398,192		1,449,911		1,430,216		1,430,216		1,430,216

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		19,061,790		19,061,790		19,061,771		19,061,740		19,061,722		19,061,709		19,061,682		19,059,987		18,923,856		18,712,935		18,646,896		18,646,896		19,061,771		19,061,709		19,061,709		18,923,856		18,923,856		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		65.81		68.90		68.70		70.34		72.40		73.35		76.67		78.77		76.62		72.91		77.48		76.70		68.70		73.35		73.35		76.62		76.62		76.70		76.70

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		2,134		6,400		2,796		3,580		2,982		3,405		2,833		3,420		3,165		3,690		5,140		5,730		2,796		3,405		3,405		3,165		5,730		5,730		5,730

				項目 コウモク		16/10		16/11		16/12		17/01		17/02		17/03		17/04		17/05		17/06		17/07		17/08		17/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2017年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		707		692		728		796		812		823		814		927		910		1,087		1,018		974		2,127		2,431		4,558		2,651		3,079		5,730		10,288

		6期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		644		563		577		583		601		593		543		579		572		715		602		631		1,784		1,777		3,561		1,694		1,948		3,642		7,203

				中止率 チュウシ リツ		8.9%		18.6%		20.7%		26.8%		26.0%		27.9%		33.3%		37.5%		37.1%		34.2%		40.9%		35.2%		16.1%		26.9%		21.9%		36.1%		36.7%		36.4%		30.0%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		6,087		6,020		6,391		6,335		5,578		6,607		6,485		7,321		6,868		9,480		9,459		10,325		18,498		18,520		37,018		20,674		29,264		49,938		86,956

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		5,774		5,250		5,541		5,553		4,924		5,771		5,720		6,477		6,041		8,190		8,067		8,859		16,565		16,248		32,813		18,238		25,116		43,354		76,167

				中止率 チュウシ リツ		5.1%		12.8%		13.3%		12.3%		11.7%		12.7%		11.8%		11.5%		12.0%		13.6%		14.7%		14.2%		10.4%		12.3%		11.4%		11.8%		14.2%		13.2%		12.4%

				参加者数 サンカシャ スウ		68,481		68,222		77,414		70,035		66,922		71,551		77,077		84,892		76,506		94,604		80,713		85,367		214,117		208,508		422,625		238,475		260,684		499,159		921,784

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		761,393		789,222		816,317		846,673		871,136		897,787		926,508		957,980		983,926		1,012,123		1,040,636		1,068,966		816,317		897,787		897,787		983,926		983,926		1,068,966		1,068,966

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		778,434		808,060		836,717		868,736		895,061		923,687		954,006		987,015		1,014,395		1,044,208		1,074,082		1,102,904		836,717		923,687		923,687		1,014,395		1,102,904		1,102,904		1,102,904





9期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2020年9月期 第１四半期  至 2020年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		部門		1001		役員		～		0000		共通部門

		整理仕訳の集計条件		日常仕訳にまとめて集計する

		単位設定		(単位：円)										単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2020年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第４四半期実績金額(発生)		2020年9月期 通期 ツウキ		2020年9月期 通期 ツウキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		33,031,221		16,683,266		17,886,005		6,581,716		74,182,208		74,182

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		448,134,671		379,311,234		43,577,216		133,338,214		1,004,361,335		1,004,361

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		6,681,755		5,026,100		205,138		1,144,805		13,057,798		13,058

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		41,961,000		36,489,000		3,490,000		4,989,200		86,929,200		86,929

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		29,632,703		30,494,307		7,813,944		15,107,790		83,048,744		83,049

		42080		売上高-賃貸収入		70,547		82,183		9,455		0		162,185		162

		42090		売上高-有料掲載		170,000		165,000		0		0		335,000		335

		42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,804,329		-7,364		0		0		6,796,965		6,797

		42120		売上高-恋学		5,679,334		6,381,003		5,005,900		3,701,718		20,767,955		20,768

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		45,972,561		45,823,227		40,952,442		44,162,497		176,910,727		176,911

		42140		売上高-その他		674,876		928,328		1,354,990		1,209,873		4,168,067		4,168

		42150		売上高-自社返金		-1,476,827		-1,285,640		-94,980		-157,935		-3,015,382		-3,015

		42160		売上高-FC返金		-15,680,086		-13,872,741		-7,117,103		-5,822,215		-42,492,145		-42,492

		43000		売上高-開発受託・保守		2,068,750		225,000		95,000		106,750		2,495,500		2,496

				純売上高		603,724,834		506,442,903		113,178,007		204,362,413		1,427,708,157		1,427,708

		51030		仕入高		22,971,644		12,912,866		571,218		719,529		37,175,257		37,175

				当期製品製造原価		22,235,493		18,734,862		16,121,643		14,385,211		71,477,209		71,477

				売上原価		45,207,137		31,647,728		16,692,861		15,104,740		108,652,466		108,652

				売上総利益		558,517,697		474,795,175		96,485,146		189,257,673		1,319,055,691		1,319,056

		61010		広告宣伝費		73,837,875		69,312,499		6,390,668		7,405,818		156,946,860		156,947

		61020		販売促進費		18,599,975		14,999,928		1,006,885		4,239,414		38,846,202		38,846

		61030		役員報酬		26,770,000		29,790,000		29,790,000		29,790,000		116,140,000		116,140

		61040		給与手当		91,886,340		91,890,467		91,043,100		90,538,847		365,358,754		365,359

		61050		通勤交通費		3,515,477		3,432,818		315,069		185,211		7,448,575		7,449

		61060		賞与引当金繰入		10,604,249		7,863,418		9,624,651		-9,605,818		18,486,500		18,487

		61070		賞与		0		0		0		18,005,400		18,005,400		18,005

		61110		法定福利費		16,286,592		16,305,447		16,283,413		15,689,768		64,565,220		64,565

		61120		福利厚生費		1,855,223		1,107,675		1,086,723		728,393		4,778,014		4,778

		61130		（有形）減価償却費		2,458,245		2,592,863		2,641,138		2,182,410		9,874,656		9,875

		61140		（無形）減価償却費		244,941		244,941		1,494,942		1,494,940		3,479,764		3,480

		61180		地代家賃		18,445,221		18,445,431		18,025,337		17,815,500		72,731,489		72,731

		61210		旅費交通費		1,086,489		1,422,698		96,104		259,847		2,865,138		2,865

		61220		通信費		2,045,662		2,073,008		2,263,520		2,044,665		8,426,855		8,427

		61230		運送費		61,828		44,446		234,725		37,705		378,704		379

		61240		交際接待費		431,267		246,451		0		45,500		723,218		723

		61250		会議費		37,892		21,026		0		3,177		62,095		62

		61260		支払手数料		4,532,408		2,338,551		1,688,837		1,976,512		10,536,308		10,536

		61270		決済手数料		32,643,375		26,151,583		4,075,226		11,300,790		74,170,974		74,171

		61280		業務委託費		16,953,362		16,195,099		22,662,885		19,633,721		75,445,067		75,445

		61290		システム関連委託費		18,319,955		22,311,791		22,105,872		21,745,561		84,483,179		84,483

		61300		支払報酬		5,610,009		11,601,858		5,701,465		7,263,552		30,176,884		30,177

		61310		採用費		15,651,377		4,223,358		3,095,336		7,086,068		30,056,139		30,056

		61320		教育費		84,755		642,820		8,182		15,000		750,757		751

		61330		調査費		110,367		135,316		146,886		127,766		520,335		520

		61340		リース料		362,178		362,178		362,178		258,692		1,345,226		1,345

		61360		水道光熱費		1,634,726		1,587,751		1,281,274		1,345,779		5,849,530		5,850

		61370		消耗品費		16,422,515		12,713,759		8,634,650		9,323,391		47,094,315		47,094

		61380		新聞図書費		89,432		36,938		57,880		90,263		274,513		275

		61390		事務用消耗品費		262,652		167,297		116,943		169,416		716,308		716

		61400		諸会費		367,576		86,574		253,455		75,000		782,605		783

		61410		寄付金		50,000		0		0		0		50,000		50

		61420		保険料		341,744		335,082		473,532		402,833		1,553,191		1,553

		61430		貸倒引当金繰入		1,018,196		0		-1,363		0		1,016,833		1,017

		61450		租税公課		4,607,350		5,554,934		557,850		3,884,414		14,604,548		14,605

		61460		雑費		-152,256		84,900		48,711		74,803		56,158		56

				販売費及び一般管理費計		387,076,997		364,322,905		251,566,074		265,634,338		1,268,600,314		1,268,600

				営業利益		171,440,700		110,472,270		-155,080,928		-76,376,665		50,455,377		50,455

		71010		受取利息		53,704		82,508		60,532		48,709		245,453		245

		71060		雑収入		706,407		311,000		2,000,000		6,000,000		9,017,407		9,017

				営業外収益		760,111		393,508		2,060,532		6,048,709		9,262,860		9,263

		76070		雑損失		0		0		400,000		0		400,000		400

				営業外費用		0		0		400,000		0		400,000		400

				経常利益		172,200,811		110,865,778		-153,420,396		-70,327,956		59,318,237		59,318

		81060		その他特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

				特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

		86030		固定資産除却損		0		0		599,593		0		599,593		600

		86060		減損損失		0		0		0		38,955,130		38,955,130		38,955

		86070		その他特別損失		0		0		0		4,070,811		4,070,811		4,071

				特別損失		0		0		599,593		43,025,941		43,625,534		43,626

				税引前当期純利益		172,200,811		110,865,778		-154,019,989		-106,831,734		22,214,866		22,215

		91010		法人税、住民税及び事業税		50,489,998		46,496,696		-71,569,123		-23,288,273		2,129,298		2,129

		91020		法人税等調整額		11,131,092		-5,367,772		11,814,748		-3,486,592		14,091,476		14,091

				法人税等		61,621,090		41,128,924		-59,754,375		-26,774,865		16,220,774		16,221

				当期純利益		110,579,721		69,736,854		-94,265,614		-80,056,869		5,994,092		5,994



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		551,327,516		453,228,162		65,855,220		155,288,325		1,225,699,223

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		551,328		453,228		65,855		155,288		1,225,699





10期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年9月期 第１四半期  至 2021年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)

		コード		科目名		2021年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第４四半期実績金額(発生)

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		-648,699		1,020,369		236,233		585,789

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		164,241,871		78,085,524		98,035,218		97,001,062

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		1,200,000		487,863		771,537		589,200

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		12,808,500		5,598,500		5,104,000		5,866,000

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		14,173,090		6,808,665		6,691,394		-60,013

		42090		売上高-有料掲載		226,000		0		0		0

		42120		売上高-恋学		3,762,428		5,368,190		4,518,208		3,249,929

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		46,136,211		42,800,332		37,967,348		34,372,447

		42140		売上高-その他		0		21,288		60,000		5,200

		42150		売上高-自社返金		-109,770		-49,560		-19,804		-21,008

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		0		561,800		923,300		1,211,400

		42153		売上高-事業創造G		983,331		1,022,605		724,489		538,678

		42160		売上高-FC返金		-5,481,163		-4,453,571		-2,886,371		-2,525,256

		43000		売上高-開発受託・保守		124,500		102,000		110,000		170,500

				純売上高		237,416,299		137,374,005		152,235,552		140,983,928

		51030		仕入高		258,667		203,894		202,227		178,053

				当期製品製造原価		11,872,589		11,486,391		9,600,351		8,361,120

				売上原価		12,131,256		11,690,285		9,802,578		8,539,173

				売上総利益		225,285,043		125,683,720		142,432,974		132,444,755

		61010		広告宣伝費		14,821,898		11,477,451		14,552,229		18,533,986

		61020		販売促進費		5,422,164		1,619,573		306,308		45,092

		61030		役員報酬		29,870,000		15,480,000		15,480,000		15,480,000

		61040		給与手当		89,787,607		92,012,131		88,938,796		90,826,487

		61050		通勤交通費		0		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		8,923,800		7,314,000		8,748,235		8,613,000

		61110		法定福利費		15,323,040		15,319,348		15,091,874		14,921,323

		61120		福利厚生費		864,528		580,520		593,750		690,329

		61130		（有形）減価償却費		459,536		396,764		576,239		556,402

		61140		（無形）減価償却費		1,479,110		1,447,443		1,447,443		1,447,435

		61180		地代家賃		17,818,050		18,906,863		6,251,729		3,285,879

		61210		旅費交通費		470,063		381,563		199,173		155,086

		61220		通信費		1,134,900		1,281,264		1,454,035		1,286,852

		61230		運送費		86,383		135,027		33,841		20,657

		61240		交際接待費		81,042		10,900		53,495		0

		61250		会議費		2,130		0		1,446		0

		61260		支払手数料		3,361,650		1,727,752		2,738,952		1,374,788

		61270		決済手数料		12,589,664		5,928,063		7,079,979		6,649,284

		61280		業務委託費		24,263,487		18,925,069		24,293,383		23,672,632

		61290		システム関連委託費		17,828,372		17,406,440		19,147,323		19,918,722

		61300		支払報酬		7,258,298		6,311,360		10,420,182		6,685,825

		61310		採用費		1,679,959		2,337,499		857,499		557,499

		61320		教育費		188,182		40,496		52,728		8,182

		61330		調査費		206,002		55,035		77,850		97,490

		61340		リース料		243,452		99,653		52,680		52,680

		61360		水道光熱費		1,339,067		1,306,857		355,375		169,794

		61370		消耗品費		13,800,310		11,160,071		9,581,286		9,508,116

		61380		新聞図書費		6,082		0		46,590		97,782

		61390		事務用消耗品費		126,291		128,940		58,625		38,026

		61400		諸会費		332,000		155,000		265,728		75,000

		61410		寄付金		0		0		0		0

		61420		保険料		329,308		330,228		434,338		270,875

		61450		租税公課		2,063,084		1,156,100		760,100		3,439,643

		61460		雑費		-15,253,337		296,650		-26,814		3,188

				販売費及び一般管理費計		256,906,122		233,728,060		229,924,397		228,482,054

				営業利益		-31,621,079		-108,044,340		-87,491,423		-96,037,299



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		186,534,329		87,599,790		108,042,207		101,606,274		483,782,600

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		186,534		87,600		108,042		101,606		483,783





10期通期PL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年  9月  1日  至 2021年  9月 30日

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)				単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2021年  9月
単月実績 タンゲツ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		2,378		1,193,692		1,194

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		25,021,713		437,363,675		437,364				26,644,773

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		146,700		3,048,600		3,049

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		2,005,500		29,377,000		29,377

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		-13,109		27,613,136		27,613

		42090		売上高-有料掲載		0		226,000		226

		42120		売上高-恋学		1,012,790		16,898,755		16,899

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		10,988,119		161,276,338		161,276

		42140		売上高-その他		2,600		86,488		86

		42150		売上高-自社返金		0		-200,142		-200

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		481,200		2,696,500		2,697

		42153		売上高-事業創造G		187,491		3,269,103		3,269

		42160		売上高-FC返金		-593,409		-15,346,361		-15,346

		43000		売上高-開発受託・保守		75,000		507,000		507

				純売上高		39,316,973		668,009,784		668,010

		51030		仕入高		65,566		842,841		843

				当期製品製造原価		2,615,770		41,320,451		41,320

				売上原価		2,681,336		42,163,292		42,163

				売上総利益		36,635,637		625,846,492		625,846

		61010		広告宣伝費		8,025,550		59,385,564		59,386

		61020		販売促進費		0		7,393,137		7,393

		61030		役員報酬		5,160,000		76,310,000		76,310

		61040		給与手当		30,400,376		361,565,021		361,565

		61050		通勤交通費		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		2,674,000		33,599,035		33,599

		61110		法定福利費		4,761,421		60,655,585		60,656

		61120		福利厚生費		240,509		2,729,127		2,729

		61130		（有形）減価償却費		182,434		1,988,941		1,989

		61140		（無形）減価償却費		482,473		5,821,431		5,821

		61180		地代家賃		1,095,293		46,262,521		46,263

		61210		旅費交通費		42,407		1,205,885		1,206

		61220		通信費		425,175		5,157,051		5,157

		61230		運送費		3,968		275,908		276

		61240		交際接待費		0		145,437		145

		61250		会議費		0		3,576		4

		61260		支払手数料		323,343		9,203,142		9,203

		61270		決済手数料		1,728,497		32,246,990		32,247

		61280		業務委託費		11,914,189		91,154,571		91,155

		61290		システム関連委託費		6,161,540		74,300,857		74,301

		61300		支払報酬		2,092,000		30,675,665		30,676

		61310		採用費		185,833		5,432,456		5,432

		61320		教育費		0		289,588		290

		61330		調査費		34,115		436,377		436

		61340		リース料		17,560		448,465		448

		61360		水道光熱費		64,566		3,171,093		3,171

		61370		消耗品費		3,082,482		44,049,783		44,050

		61380		新聞図書費		3,600		150,454		150

		61390		事務用消耗品費		9,600		351,882		352

		61400		諸会費		25,000		827,728		828

		61410		寄付金		0		0		0

		61420		保険料		105,624		1,364,749		1,365

		61450		租税公課		1,557,411		7,418,927		7,419

		61460		雑費		1,064		-14,980,313		-14,980

				販売費及び一般管理費計		80,800,030		949,040,633		949,041

				営業利益		-44,164,393		-323,194,141		-323,194





2期分通期実績

																								サマリ								プロダクト別 ベツ

																						3区分 クブン						単位：千円 タンイ セ										単位：千円 タンイ セ

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				9期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182				MJ		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182		1,194						純売上高		1,427,708		668,010				純売上高		1,427,708		1,225,699		202,009

				42020		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361				MJ		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361		437,364						　MJ		1,225,699		483,783		(741,917)		売上原価		108,652

				42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058				MJ		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058		3,049						　CL		176,911		161,276		(15,634)		売上総利益		1,319,056

				42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929				MJ		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929		29,377						　他 ホカ		25,098		22,951		(2,147)		販売費及び一般管理費計		1,268,600

				42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049				MJ		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049		27,613						売上原価		108,652		42,163				営業利益		50,455

				42080		売上高-賃貸収入		162				MJ		売上高-有料掲載		7,132		226						売上総利益		1,319,056		625,846

				42090		売上高-有料掲載		335				メディア		売上高-恋学		20,768		16,899		(3,869)				販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

				42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,797				CL		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911		161,276						営業利益		50,455		(323,194)										単位：千円 タンイ セ

				42120		売上高-恋学		20,768				他 ホカ		売上高-その他		4,330		86														10期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911				MJ		売上高-自社返金		(3,015)		(200)														純売上高		668,010		483,783		184,227

				42140		売上高-その他		4,168				海外 カイガイ		売上高-5minGlobal				0				2区分 クブン						単位：千円 タンイ セ				売上原価		42,163

				42150		売上高-自社返金		(3,015)				相談所 ソウダンジョ		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所				2,697						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				売上総利益		625,846

				42160		売上高-FC返金		(42,492)				人材・ママ婚・Pairy ジンザイ コン		売上高-事業創造G				3,269						純売上高		1,427,708		668,010				販売費及び一般管理費計		949,041

				43000		売上高-開発受託・保守		2,496				MJ		売上高-FC返金		(42,492)		(15,346)						　MJ		1,225,699		483,783				営業利益		(323,194)

						純売上高		1,427,708				MJ		売上高-開発受託・保守		2,496		507						　他 ホカ		202,009		184,227

				51030		仕入高		37,175						純売上高		1,427,708		668,010						売上原価		108,652		42,163

						当期製品製造原価		71,477						仕入高		37,175		843						売上総利益		1,319,056		625,846

						売上原価		108,652						当期製品製造原価		71,477		41,320						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						売上総利益		1,319,056						売上原価		108,652		42,163						営業利益		50,455		(323,194)

				61010		広告宣伝費		156,947						売上総利益		1,319,056		625,846

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157

				61230		運送費		379						運送費		379		276

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145

				61250		会議費		62						会議費		62		4

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432

				61320		教育費		751						教育費		751		290

				61330		調査費		520						調査費		520		436

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





2期分通期実績 (販管費)

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386		(97,561)						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393		(31,453)						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310		(39,830)						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565		(3,794)						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0		(7,449)						通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599		(2,893)						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656		(3,910)						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729		(2,049)						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989		(7,886)						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821		2,342						採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206		(1,659)						合計 ゴウケイ		1,268,600		949,041		(319,560)

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157		(3,270)

				61230		運送費		379						運送費		379		276		(103)

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145		(578)

				61250		会議費		62						会議費		62		4		(59)

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203		(1,333)

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247		(41,924)

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155		15,710

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301		(10,182)

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676		499

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432		(24,624)

				61320		教育費		751						教育費		751		290		(461)

				61330		調査費		520						調査費		520		436		(84)

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448		(897)

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050		(3,045)

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150		(124)

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352		(364)

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828		45

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0		(50)

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365		(188)

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017				(1,017)

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419		(7,186)

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)		(15,036)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041		(319,560)

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)		(373,650)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





作業１

												広告宣伝費		●		2,838		8,730		5,892		広告宣伝費		●		0		0		0

				直接販管費 チョ		間接販管費 カン		合計 ゴウケイ				販売促進費				1,474		375		-1,099		販売促進費		●		0		0		0

		10期10月 キ ガツ		43,840		42,809		86,649				役員報酬				0		0		0		役員報酬				9,930		5,160		(4,770)

		11期10月 キ ガツ		51,024		35,397		86,421				給与手当		人事		18,586		19,725		1,139		給与手当				11,102		11,495		393

												賞与引当金繰入		人事		2,393		2,262		-131		賞与引当金繰入				1,050		849		(201)

												法定福利費		人事		347		3,152		2,805		法定福利費				4,583		2,054		(2,529)

												福利厚生費				25		0		-25		福利厚生費		総務		154		266		112

												（有形）減価償却費				0		0		0		（有形）減価償却費				153		161		8

												（無形）減価償却費				416		0		-416		（無形）減価償却費				82		57		(25)

												地代家賃				0		0		0		地代家賃				5,939		1,326		(4,613)

												旅費交通費				91		30		-61		旅費交通費				62		0		(62)

												通信費				13		36		23		通信費				635		501		(134)

												運送費				0		0		0		運送費				14		15		1

												交際接待費				0		0		0		交際接待費				0		320		320

												会議費				0		6		6		会議費				0		0		0

												支払手数料				0		14		14		支払手数料				557		797		240

												決済手数料				4,566		2,892		-1,674		決済手数料				0		0		0

												業務委託費				7,408		8,873		1,465		業務委託費		●		1,818		5,830		4,012

												システム関連委託費				4,016		2,394		-1,622		システム関連委託費		●		1,847		1,000		(847)

												支払報酬				151		500		349		支払報酬				1,793		1,960		167

												採用費				0		0		0		採用費		人事		118		980		862

												教育費				0		0		0		教育費				8		45		37

												調査費				0		0		0		調査費				51		15		(36)

												リース料				0		0		0		リース料				113		65		(48)

												水道光熱費				0		0		0		水道光熱費				448		60		(388)

												消耗品費				1,462		2,025		563		消耗品費		●		1,164		1,706		542

												新聞図書費				0		10		10		新聞図書費				5		34		29

												事務用消耗品費				0		0		0		事務用消耗品費				35		38		3

												諸会費				0		0		0		諸会費				82		82		0

												保険料				0		0		0		保険料				110		119		9

												租税公課				46		0		-46		租税公課				940		462		(478)

												雑費				0		0		0		雑費				16		0		(16)

												（直接）
販売費及び一般管理費計		●		43,833		51,024		7,191		（間接）
販売費及び一般管理費計		計算		42,809		35,397		(7,412)

												配賦前営業利益		●		27,184		-14,033		-41,217

												（間接）
販売費及び一般管理費計		自動		15,781		35,397		19,616

												配賦後営業利益		自動		11,403		-49,430		-60,833





















































★PL概要

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年		対期初予想

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%		-



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%		-

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt		-

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 373		-		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-		-





★PL概要 (Q毎)

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								１Q				２Q				３Q				４Q				通期 ツウキ

								9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ

				売上高				603		237		506		137		113		152		204		143		1,427		670

				売上総利益				558		225		474		125		96		142		189		134		1,319		627

						売上比(%)		92.5%		94.9%		93.8%		91.5%		85.3%		93.6%		92.6%		94.0%		92.4%		93.7%

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		△ 31		110		△ 108		△ 155		△ 87		△ 76		△ 90		50		△ 317

						売上比(%)		28.4%		-		21.8%		-		-		-		-		-		3.5%		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		△ 31		110		△ 104		△ 153		△ 87		△ 70		△ 90		59		△ 313

						売上比(%)		28.5%		-		21.9%		-		-		-		-		-		4.2%		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		△ 38		69		△ 109		△ 94		△ 103		△ 80		△ 123		5		△ 373

						売上比(%)		18.3%		-		13.8%		-		-		-		-		-		0.4%		-





														緊急事態宣言期間売上 キンキュウジタイセンゲン キカン ウリアゲ

														144

														緊急事態宣言なし売上 キンキュウ ジタイ センゲン ウリアゲ

														237











★過去売上利益推移

		全社推移 ゼンシャ スイイ

																						単位：千円 タンイ セ

								9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				603,725		506,443		113,178		204,362		237,416		137,374		152,236		140,984

				営業利益 エイギョウ リエキ				171,441		110,472		(155,081)		(76,377)		(31,621)		(108,044)		(87,491)		(96,037)



売上・営業利益推移



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	603724.83400000003	506442.90299999999	113178.007	204362.413	237416.299	137374.005	152235.552	140983.92800000001	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	171440.7	110472.27	-155080.92800000001	-76376.664999999994	-31621.079000000002	-108044.34	-87491.422999999995	-96037.298999999999	









★MJ推移（配賦前）

		MJ推移（配賦前） スイイ ハイフマエ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												125,496		35,420		54,844		41,748						配賦前営業利益　⇒9期が分からない ハイフマエ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								42,945		51,429		31,122		9,496		7,578		18,346		22,388		17,477		14,979		22,594		13,335		5,819		257,508

												125,496						35,420						54,844						41,748



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	125496	35420	54844	41748	









★MJ推移 (配賦後)

		MJ推移（配賦後） スイイ ハイフ ゴ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												66,828		(21,474)		2,772		(10,226)						配賦後営業利益　⇒9期が分からない ハイフ ゴ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								21,607		27,109		18,112		-8,888		-11,130		-1,456		2,744		941		-913		5,520		-4,115		-11,631		37,900

												66,828						-21,474						2,772						-10,226



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	66828	-21474	2772	-10226	









★サービス別概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年										2021/9期

								実績		期初予想		実績												売上 ウリアゲ		販管費 ハンカンヒ		配賦前営業利益 ハイフマエ エイギョウリエキ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				1,223		-		485		△60.3%						イベントECサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		85.7%		-		72.4%		△13.3pt								構成比(%) コウセイヒ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				204		-		184		△9.6%						WEBサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		14.3%		-		27.6%		+13.3pt								構成比(%) コウセイヒ



								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				街コンジャパン マチ

						構成比(%) コウセイヒ

				カップリング

						構成比(%) コウセイヒ

				その他サービス タ

						構成比(%) コウセイヒ





★販管費削減

												単位：千円 タンイ セ

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				②		通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				②		地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				②		水道光熱費		5,850		3,192		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				③		採用費		30,056		5,632		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

						その他 タ		360,811		283,559		(73,355)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(319,560)



												単位：千円 タンイ セ								9期⇒10期削減項目 キ キ サクゲン コウモク

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン								合計 ゴウケイ		(166,178)

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)								販促費 ハンソクヒ		(31,453)

				②		移転関連 イテン カンレン		86,030		49,454		(36,575)								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		(39,830)

				③		採用費 サイヨウヒ		30,056		5,632		(24,424)								通勤交通費		(7,449)

						その他 タ		995,568		830,892		(164,676)								人件費 ジンケンヒ		(10,596)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(323,236)								減価償却 ゲンカショウキャク		(5,544)

																				旅費交通費		(1,659)

																				通信費		(3,270)

																				運送費		(103)

																				交際接待費		(578)

																				会議費		(59)

																				支払手数料		(1,333)

																				決済手数料		(41,924)

																				業務委託費		15,710

																				システム関連委託費		(10,182)

																				支払報酬		499

																				教育費		(461)

																				調査費		(84)

																				リース料		(897)

																				消耗品費		(3,045)

																				新聞図書費		(124)

																				事務用消耗品費		(364)

																				諸会費		45

																				寄付金		(50)

																				保険料		(188)

																				貸倒引当金繰入		(1,017)

																				租税公課		(7,186)

																				雑費		(15,036)



販管費削減



9期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	156946.85999999999	86029.593999999997	30056.138999999999	995567.72100000014	1268600.3140000002	10期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	59385.563999999998	49454.281000000003	5632.4560000000001	830891.75600000005	945364.05700000003	









★BS概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2020/9期 キ		2021/9期 キ		対前年 タイゼンネン

						流動資産 リュウドウシサン				2,160		1,876		△ 283

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,817		1,830		12

						固定資産 コテイシサン				109		68		△ 41

				資産合計 シサンゴウケイ						2,269		1,944		△ 324

						流動負債 リュウドウ フサイ				183		110		△ 73

						固定負債 コテイフサイ				17		139		+122

				負債合計 フサイ ゴウケイ						200		250		+49

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						2,068		1,694		△ 373

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						2,269		1,944		△ 324

				自己資本比率 ジコシホン ヒリツ						91.2%		87.0%		△4.2pt





（参考）販管費比較

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit#gid=1653422329



						AVE		103,309		79,781

						◆全社		11期合計		10期合計		差異		理由						10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ		AVE

						合計		1,239,707		957,377		282,330						原価 ゲンカ		2,991		3,003		3,008		3,379		3,425		3,484		3,956		4,160		4,349		4,532		4,711		4,952		45,950		3,829

						広告宣伝費		205,160		60,720		144,440						直接販管費 チョ		51,024		65,341		53,989		59,993		59,785		61,958		71,547		72,595		106,202		76,363		77,985		80,887		837,669		69,806

						販売促進費		22,827		7,483		15,344						間接販管費 カン		35,397		34,165		36,053		35,144		30,628		30,997		38,118		32,119		32,595		32,227		32,624		31,971		402,038		33,503

						役員報酬		61,920		79,850		-17,930						販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		86,421		99,506		90,042		95,137		90,413		92,955		109,665		104,714		138,797		108,590		110,609		112,858		1,239,707		103,309

						給与手当		412,202		362,415		49,787						コスト合計 ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						賞与引当金繰入		39,768		34,719		5,049

						法定福利費		68,412		55,266		13,146

						福利厚生費		4,429		3,002		1,427						MJ		75,260		87,526		77,288		80,399		74,158		75,238		89,246		82,117		114,176		82,425		81,511		80,117		999,461		83,288

						（有形）減価償却費		2,143		2,789		-646						その他（≒予算） タ ヨサン		14,152		14,983		15,762		18,117		19,680		21,201		24,375		26,757		28,970		30,697		33,809		37,693		286,196		23,850

						（無形）減価償却費		684		5,810		-5,126		ママ婚減損				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						地代家賃		15,912		47,690		-31,778		移転

						旅費交通費		1,904		1,330		574

						通信費		6,572		5,249		1,323		総務確認				マッチングサービス事業部（CL）		10,936		10,848		10,697		11,699		11,856		12,055		13,992		15,212		16,189		16,460		17,793		19,315

						運送費		180		328		-148						ブランド戦略室（海外）		0		15		41		122		250		539		1,231		1,975		2,658		3,300		4,651		6,364

						交際接待費		696		145		551						事業企画室（結婚相談所）		961		1,765		2,561		3,721		4,567		5,452		5,894		6,089		6,314		6,923		7,208		7,523

						会議費		78		24		54						コンテンツメディア事業部（メディア）		2,000		2,100		2,205		2,315		2,431		2,553		2,629		2,708		2,789		2,873		2,959		3,048

						支払手数料		9,106		9,552		-446						技術部（Pairy）		155		155		155		155		155		155		155		270		278		290		301		326

						決済手数料		63,337		34,530		28,807		売上増に比例				経営企画部（人材・ママ婚）		100		100		103		105		421		447		474		503		742		851		897		1,117

						業務委託費		183,092		89,384		93,708		人材サービス＋54,000千円、CL＋8,000千円など

						システム関連委託費		41,652		76,591		-34,939		業務委託費と入り繰り

						支払報酬		29,644		29,763		-119						CVR2.3%ロックした場合、MJに必要なSSはいくつか？ ヒツヨウ

						採用費		14,394		7,441		6,953		検討中				他サービスの累計で、年間を通じて月間ave23,850千円を叩き出せればOK ホカ ルイケイ ネンカン ツウ ゲッカン セ タタ ダ

						教育費		310		375		-65						MJ年明けの数字ダウンした場合のリスクヘッジ策は？ トシア スウジ バアイ サク

						調査費		180		408		-228						MJリアルイベント以外での収益をどうあげていくか？ イガイ シュウエキ

						リース料		720		655		65

						水道光熱費		720		3,390		-2,670		移転

						消耗品費		44,251		43,582		669

						新聞図書費		502		159		343

						事務用消耗品費		306		430		-124

						諸会費		855		844		11

						保険料		1,428		1,459		-31

						租税公課		6,223		6,977		-754

						雑費		100		-14,982		15,082		移転関連

												差異1,000千円以上を抜粋



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit

★来期予算

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/10期		2022/11期		対期初予想

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001

								営業利益 エイギョウリエキ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286

								営業利益 エイギョウリエキ

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)







（単位：百万円）

1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期

603 506 113 113 1,427 237 137 137 143 670

558 474 96 96 1,319 225 125 125 134 627
売上比(%) 92.5% 93.8% 85.3% 85.3% 92.4% 94.9% 91.5% 91.5% 94.0% 93.7%

171 110 △ 155 △ 155 50 △ 31 △ 108 △ 108 △ 90 △ 317
売上比(%) 28.4% 21.8% - - 3.5% - - - - -

172 110 △ 153 △ 153 59 △ 31 △ 104 △ 104 △ 90 △ 313
売上比(%) 28.5% 21.9% - - 4.2% - - - - -

110 69 △ 94 △ 94 5 △ 38 △ 109 △ 109 △ 125 △ 376
売上比(%) 18.3% 13.8% - - 0.4% - - - - -

2020/9期 2021/9期

当期純利益又は当期純損失（△）

売上高

売上総利益

営業利益又は営業損失（△）

経常利益又は経常損失（△）

2021/9期 業績四半期推移（昨年比較）
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第１回
2020/4/7～

5/25

第２回
2021/1/8～

3/21

第３回
2021/4/25～

6/20

第４回
2021/7/12～

9/30

緊急事態宣言期間

年度を通して「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の影響を受けたが
一方で、「オフィス移転による家賃削減」「リモートワークの徹底による各種経費削
減」等により、赤字幅の縮小はしたが売上減少の影響が大きく3.７億円の赤字となる。

緊急事態宣言期間


過去推移

		経営指標 ケイエイ シヒョウ

				項目 コウモク		20/10		20/11		20/12		21/01		21/02		21/03		21/04		21/05		21/06		21/07		21/08		21/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2021年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		732		291		209		185		237		246		301		286		312		394		241		213		3,647		668		1,900		899		848		1,747		3,647

		10期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		366		211		120		150		176		190		262		263		277		302		236		212		2,765		516		1,213		802		750		1,552		2,765

				中止率 チュウシ リツ		50.0%		27.5%		42.6%		18.9%		25.7%		22.8%		13.0%		8.0%		11.2%		23.4%		2.1%		0.5%		24.2%		22.8%		36.2%		10.8%		11.6%		11.2%		24.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		13,443		14,620		13,328		13,725		12,841		12,082		13,239		16,235		10,520		12,194		11,212		10,274		153,713		38,648		80,039		39,994		33,680		73,674		153,713

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		10,013		10,704		9,676		8,244		8,574		8,516		8,781		9,739		7,110		8,646		7,335		6,548		103,886		25,334		55,727		25,630		22,529		48,159		103,886

				中止率 チュウシ リツ		25.5%		26.8%		27.4%		39.9%		33.2%		29.5%		33.7%		40.0%		32.4%		29.1%		34.6%		36.3%		32.4%		34.4%		30.4%		35.9%		33.1%		34.6%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		33,696		40,517		28,002		15,744		16,658		21,305		24,705		21,780		19,168		26,721		17,093		14,821		102,215		53,707		155,922		65,653		58,635		124,288		280,210

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		30,506		32,063		30,612		29,905		28,100		30,471		26,295		32,807		27,604		27,250		32,063		26,224		93,181		88,476		181,657		86,706		85,537		172,243		353,900

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		3,190		8,454		▲ 2,610		▲ 14,161		▲ 11,442		▲ 9,166		▲ 1,590		▲ 11,027		▲ 8,436		▲ 529		▲ 14,970		▲ 11,403		9,034		▲ 34,769		▲ 25,735		▲ 21,053		▲ 26,902		▲ 47,955		▲ 73,690

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,189,517		-		-		2,208,724		-		-		2,233,470		-		-		2,260,164		2,189,517		2,208,724		2,208,724		2,233,470		2,260,164		2,260,164		2,260,164

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,094,226		-		-		2,107,951		-		-		2,129,816		-		-		2,161,312		2,094,226		2,107,951		2,107,951		2,129,816		2,161,312		2,161,312		2,161,312

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		4,134		5,458		3,822		3,183		1,707		2,889		1,344		1,821		3,743		277		239				13,414		7,779		21,194		6,908		516		7,424		28,618

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		453		560		406		397		401		435		95		112		89		204		90				1,419		1,233		2,652		296		294		590		3,242

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		10.97%		10.26%		10.61%		12.47%		23.48%		15.07%		7.07%		6.15%		2.37%		73.75%		37.66%		ERROR:#DIV/0!		10.58%		15.85%		12.51%		4.28%		57.02%		7.94%		11.33%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		54,066		60,479		43,946		20,253		21,855		31,525		36,958		31,132		27,059		41,302		28,748				158,491		73,633		232,124		95,149		70,050		165,199		397,323

				FP(婚活・メンズ)（千円） コンカツ センエン		1,421		1,908		931		297		279		324		247		58		0		45		0				5,511		900		5,161		305		45		350		5,511

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 15,642		▲ 10,190		▲ 5,789		▲ 38,915		▲ 38,858		▲ 32,837		▲ 26,689		▲ 24,065		▲ 36,738		▲ 20,764		▲ 31,109				▲ 31,621		▲ 110,610		▲ 142,231		▲ 87,492		▲ 51,873		▲ 139,364		▲ 281,595

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,053,448		2,043,272		2,033,350		1,993,334		1,955,977		1,921,560		1,894,037		1,869,886		1,818,001		1,797,245		1,766,148				2,033,350		1,921,560		1,921,560		1,818,001		0		0		0

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		110.12		109.58		109.04		106.90		104.90		103.05		101.57		100.28		97.50		96.38		94.72		0.00		109.04		103.05		103.05		97.50		0.00		0.00		0.00

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		302		289		273		287		360		330		292		317		340		302		302		341		273		330		330		340		341		341		341

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		74		73		74		74		74		71		70		70		69		70		71		71		74		71		71		69		71		71		71

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		19/10		19/11		19/12		20/01		20/02		20/03		20/04		20/05		20/06		20/07		20/08		20/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2020年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		651		680		771		871		1,243		789		437		633		423		335		289		307		7,429		2,903		5,005		1,493		931		2,424		7,429

		9期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		422		521		538		575		594		217		373		458		238		221		208		193		4,558		1,386		2,867		1,069		622		1,691		4,558

				中止率 チュウシ リツ		35.2%		23.4%		30.2%		34.0%		52.2%		72.5%		14.6%		27.6%		43.7%		34.0%		28.0%		37.1%		38.6%		52.3%		42.7%		28.4%		33.2%		30.2%		38.6%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		19,099		19,452		18,222		17,687		19,879		19,493		17,615		15,572		10,772		14,837		16,502		13,321		202,451		57,059		113,832		43,959		44,660		88,619		202,451

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,954		16,323		15,372		14,729		16,141		14,511		3,438		3,460		7,342		9,769		10,973		9,906		136,918		45,381		92,030		14,240		30,648		44,888		136,918

				中止率 チュウシ リツ		21.7%		16.1%		15.6%		16.7%		18.8%		25.6%		80.5%		77.8%		31.8%		34.2%		33.5%		25.6%		32.4%		20.5%		19.2%		67.6%		31.4%		49.3%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		77,097		97,866		89,183		78,947		86,494		44,900		6,442		12,344		22,824		34,118		28,897		33,112		264,146		210,341		474,487		41,610		96,127		137,737		612,224

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		88,712		100,568		90,299		104,521		117,263		102,228		100,957		138,119		101,052		121,913		131,027		114,064		279,579		324,012		603,591		340,128		367,004		707,132		1,310,723

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		▲ 11,615		▲ 2,702		▲ 1,116		▲ 25,574		▲ 30,769		▲ 57,328		▲ 94,515		▲ 125,775		▲ 78,228		▲ 87,795		▲ 102,130		▲ 80,952		▲ 15,433		▲ 113,671		▲ 129,104		▲ 298,518		▲ 270,877		▲ 569,395		▲ 698,499

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,830,732		1,857,290		1,878,517		1,906,751		1,931,751		1,943,423		1,946,532		1,950,412		2,022,123		-		-		2,155,511		1,878,517		1,943,423		1,943,423		2,022,123		2,155,511		2,155,511		2,155,511

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,906,547		1,934,342		1,958,056		1,988,738		2,015,085		2,026,911		2,030,353		2,034,889		2,038,363		-		-		2,064,292		1,958,056		2,026,911		2,026,911		2,038,363		2,064,292		2,064,292		2,064,292

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		22,172		23,041		22,779		17,634		20,466		7,784		6,151		9,212		10,242		8,330		7,957		5,244		67,991		45,884		113,876		25,605		21,532		47,136		161,012

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		11,091		11,497		9,628		8,618		9,186		1,863		1,812		1,265		1,840		1,672		389		609		32,216		19,666		51,883		4,917		2,670		7,587		59,470

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.02%		49.90%		42.27%		48.87%		44.88%		23.93%		29.46%		13.74%		17.97%		20.07%		4.89%		11.61%		47.38%		42.86%		45.56%		19.21%		12.40%		16.10%		36.94%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		134,496		154,041		143,918		126,693		142,178		96,568		11,372		2,442		22,646		39,880		39,983		47,652		432,455		365,439		797,893		36,460		127,516		163,975		961,869

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		4,703		4,527		3,384		2,104		1,894		1,188		103		30		405		600		752		750		20,439		5,185		17,799		538		2,102		2,640		20,439

				営業利益 エイギョウ リエキ		46,023		68,478		56,940		24,881		48,293		37,299		▲ 58,092		▲ 61,705		▲ 35,284		▲ 28,864		▲ 24,404		▲ 23,109		171,441		110,472		281,913		▲ 155,081		▲ 76,377		▲ 231,458		50,455

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		24.07%		32.11%		28.57%		14.20%		24.52%		27.79%		-		-		-		-		-		-		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,108,832		2,177,748		2,173,382		2,198,270		2,246,909		2,243,106		2,185,046		2,122,365		2,148,853		2,120,005		2,095,619		2,068,730		2,173,382		2,243,106		2,243,106		2,148,853		2,068,730		2,068,730		2,068,730

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		113.09		116.79		116.55		117.89		120.50		120.29		117.18		113.82		115.24		113.69		112.38		110.94		116.55		120.29		120.29		115.24		110.94		110.94		110.94

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		518		393		407		382		239		174		257		304		298		219		293		355		407		174		174		298		355		355		355

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		76		78		77		80		75		75		75		75		74		75		72		73		77		75		75		74		73		73		73

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		18/10		18/11		18/12		19/01		19/02		19/03		19/04		19/05		19/06		19/07		19/08		19/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2019年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		1,060		1,033		927		869		899		1,031		890		874		829		748		642		636		3,020		2,799		5,819		2,593		2,026		4,619		10,438

		8期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		649		650		623		608		684		774		697		665		635		557		463		435		1,922		2,066		3,988		1,997		1,455		3,452		7,440

				中止率 チュウシ リツ		38.8%		37.1%		32.8%		30.0%		23.9%		24.9%		21.7%		23.9%		23.4%		25.5%		27.9%		31.6%		36.4%		26.2%		31.5%		23.0%		28.2%		25.3%		28.7%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		17,866		19,009		20,681		19,557		19,201		22,747		19,164		20,576		19,081		18,097		20,786		20,458		57,556		61,505		119,061		58,821		59,341		118,162		237,223

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,389		15,571		17,013		15,111		15,258		18,013		15,807		17,015		16,057		15,112		17,293		16,491		46,973		48,382		95,355		48,879		48,896		97,775		193,130

				中止率 チュウシ リツ		19.5%		18.1%		17.7%		22.7%		20.5%		20.8%		17.5%		17.3%		15.8%		16.5%		16.8%		19.4%		18.4%		21.3%		19.9%		16.9%		17.6%		17.3%		18.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		102,418		116,769		122,706		92,864		91,925		101,709		91,505		102,187		99,368		94,760		104,967		92,635		341,893		286,498		628,391		293,060		292,362		585,422		1,213,813

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,488,422		1,521,319		1,551,466		1,581,842		1,607,699		1,634,802		1,662,902		1,692,787		1,719,866		1,749,438		1,779,204		1,805,077		1,551,466		1,634,802		1,634,802		1,719,866		1,805,077		1,805,077		1,805,077

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,553,992		1,588,476		1,619,436		1,651,115		1,677,913		1,706,004		1,734,796		1,765,258		1,792,630		1,822,454		1,852,811		1,879,686		1,619,436		1,706,004		1,706,004		1,792,630		1,879,686		1,879,686		1,879,686

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		50,080		58,474		39,430		28,807		23,369		35,770		21,776		22,508		23,708		18,684		17,903		18,818		147,985		87,946		235,931		67,991		55,405		123,396		359,326

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		25,089		28,124		25,788		19,307		16,012		18,505		13,103		13,667		12,264		10,296		10,398		9,320		79,001		53,824		132,825		39,034		30,014		69,048		201,873

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.10%		48.10%		65.40%		67.02%		68.52%		51.73%		60.17%		60.72%		51.73%		55.10%		58.08%		49.53%		53.38%		61.20%		56.30%		57.41%		54.17%		55.96%		56.18%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		163,718		160,444		171,045		159,715		148,613		168,562		144,857		157,854		158,586		154,654		177,439		159,160		495,207		476,890		972,096		461,296		491,253		952,549		1,924,646

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		17,911		12,389		7,650		5,750		8,063		7,889		6,029		6,884		7,121		8,377		11,756		8,805		37,950		21,702		59,652		20,034		28,938		48,972		108,623

				営業利益 エイギョウ リエキ		83,555		69,005		107,617		83,177		62,105		104,758		70,368		80,253		91,446		81,884		97,354		91,437		260,177		250,040		510,217		242,068		270,675		512,743		1,022,959

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		33.81%		27.59%		41.26%		37.20%		29.98%		43.14%		35.05%		36.92%		42.40%		39.63%		41.64%		43.09%		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,513,639		1,588,124		1,681,820		1,671,841		1,733,931		1,838,394		1,813,161		1,893,405		1,984,882		1,980,050		2,077,418		2,062,802		1,681,820		1,838,394		1,838,394		1,984,882		2,062,802		2,062,802		2,062,802

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		81.17		85.17		90.19		89.66		92.99		98.59		97.24		101.54		106.45		106.19		111.41		110.62		90.19		98.59		98.59		106.45		110.62		110.62		110.62

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		906		1,440		1,281		1,251		1,089		1,107		954		759		735		839		474		544		1,281		1,107		1,107		735		544		544		544

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		83		85		83		83		84		81		80		77		77		74		72		72		83		81		81		77		72		72		72



				項目 コウモク		17/10		17/11		17/12		18/01		18/02		18/03		18/04		18/05		18/06		18/07		18/08		18/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2018年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		723		609		629		587		729		784		756		663		767		903		1,058		1,099		1,961		2,100		4,061		2,186		3,060		5,246		9,307

		7期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		350		359		350		335		398		429		402		397		454		546		731		723		1,059		1,162		2,221		1,253		2,000		3,253		5,474

				中止率 チュウシ リツ		51.6%		41.1%		44.4%		42.9%		45.4%		45.3%		46.8%		40.1%		40.8%		39.5%		30.9%		34.2%		46.0%		44.7%		45.3%		42.7%		34.6%		38.0%		41.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		10,945		11,544		11,846		12,630		13,342		15,397		15,718		16,050		15,569		16,886		16,273		19,856		34,335		41,369		75,704		47,337		53,015		100,352		176,056

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		9,479		10,143		10,319		10,909		11,113		12,583		12,743		13,130		12,577		13,313		13,115		15,633		29,941		34,605		64,546		38,450		42,061		80,511		145,057

				中止率 チュウシ リツ		13.4%		12.1%		12.9%		13.6%		16.7%		18.3%		18.9%		18.2%		19.2%		21.2%		19.4%		21.3%		12.8%		16.4%		14.7%		18.8%		20.7%		19.8%		17.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		78,854		93,449		95,270		86,092		84,295		92,000		96,863		101,251		102,429		107,351		108,732		115,385		267,573		262,387		529,960		300,543		331,468		632,011		1,161,971

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,097,865		1,130,739		1,156,806		1,185,204		1,214,530		1,245,672		1,281,790		1,319,068		1,351,221		1,385,990		1,422,380		1,455,429		1,156,806		1,245,672		1,245,672		1,351,221		1,351,221		1,455,429		1,455,429

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,132,177		1,165,576		1,192,068		1,221,075		1,253,745		1,288,560		1,328,370		1,367,604		1,402,161		1,439,591		1,479,346		1,516,454		1,192,068		1,288,560		1,288,560		1,402,161		1,516,454		1,516,454		1,516,454

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		32,892		35,719		25,877		30,851		40,998		23,492		64,164		77,667		36,378		71,190		60,642		43,373		94,487		95,341		189,828		178,209		175,205		353,414		543,242

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		17,631		15,715		23,514		18,030		20,269		22,072		30,809		33,623		34,507		37,245		30,066		36,761		56,860		60,371		117,231		98,940		104,072		203,012		320,243

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		53.60%		44.00%		90.87%		58.44%		49.44%		93.95%		48.02%		43.29%		94.86%		52.32%		49.58%		84.75%		60.18%		63.32%		61.76%		55.52%		59.40%		57.44%		58.95%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		112,357		127,270		121,975		113,040		113,324		127,664		131,037		132,321		135,117		139,320		143,149		158,241		361,602		354,028		715,630		398,475		440,710		839,184		1,554,815

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		-		-		-		-		-		-		705		1,772		4,635		8,968		15,533		13,662		-		-		-		7,112		38,163		45,275		45,275

				営業利益 エイギョウ リエキ		33,866		59,368		43,948		31,385		39,018		73,381		63,437		81,140		71,486		80,092		80,480		77,781		137,182		143,784		280,966		216,063		238,353		454,415		735,381

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.01%		27.96%		20.88%		16.13%		18.65%		31.10%		27.12%		32.18%		29.78%		31.53%		31.31%		28.69%		22.06%		22.48%		22.27%		29.74%		30.47%		30.13%		28.69%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,254,508		1,313,330		1,309,483		1,340,850		1,380,025		1,398,192		1,461,544		1,501,384		1,449,911		1,364,323		1,444,770		1,430,216		1,309,483		1,398,192		1,398,192		1,449,911		1,430,216		1,430,216		1,430,216

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		19,061,790		19,061,790		19,061,771		19,061,740		19,061,722		19,061,709		19,061,682		19,059,987		18,923,856		18,712,935		18,646,896		18,646,896		19,061,771		19,061,709		19,061,709		18,923,856		18,923,856		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		65.81		68.90		68.70		70.34		72.40		73.35		76.67		78.77		76.62		72.91		77.48		76.70		68.70		73.35		73.35		76.62		76.62		76.70		76.70

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		2,134		6,400		2,796		3,580		2,982		3,405		2,833		3,420		3,165		3,690		5,140		5,730		2,796		3,405		3,405		3,165		5,730		5,730		5,730

				項目 コウモク		16/10		16/11		16/12		17/01		17/02		17/03		17/04		17/05		17/06		17/07		17/08		17/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2017年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		707		692		728		796		812		823		814		927		910		1,087		1,018		974		2,127		2,431		4,558		2,651		3,079		5,730		10,288

		6期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		644		563		577		583		601		593		543		579		572		715		602		631		1,784		1,777		3,561		1,694		1,948		3,642		7,203

				中止率 チュウシ リツ		8.9%		18.6%		20.7%		26.8%		26.0%		27.9%		33.3%		37.5%		37.1%		34.2%		40.9%		35.2%		16.1%		26.9%		21.9%		36.1%		36.7%		36.4%		30.0%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		6,087		6,020		6,391		6,335		5,578		6,607		6,485		7,321		6,868		9,480		9,459		10,325		18,498		18,520		37,018		20,674		29,264		49,938		86,956

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		5,774		5,250		5,541		5,553		4,924		5,771		5,720		6,477		6,041		8,190		8,067		8,859		16,565		16,248		32,813		18,238		25,116		43,354		76,167

				中止率 チュウシ リツ		5.1%		12.8%		13.3%		12.3%		11.7%		12.7%		11.8%		11.5%		12.0%		13.6%		14.7%		14.2%		10.4%		12.3%		11.4%		11.8%		14.2%		13.2%		12.4%

				参加者数 サンカシャ スウ		68,481		68,222		77,414		70,035		66,922		71,551		77,077		84,892		76,506		94,604		80,713		85,367		214,117		208,508		422,625		238,475		260,684		499,159		921,784

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		761,393		789,222		816,317		846,673		871,136		897,787		926,508		957,980		983,926		1,012,123		1,040,636		1,068,966		816,317		897,787		897,787		983,926		983,926		1,068,966		1,068,966

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		778,434		808,060		836,717		868,736		895,061		923,687		954,006		987,015		1,014,395		1,044,208		1,074,082		1,102,904		836,717		923,687		923,687		1,014,395		1,102,904		1,102,904		1,102,904





9期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2020年9月期 第１四半期  至 2020年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		部門		1001		役員		～		0000		共通部門

		整理仕訳の集計条件		日常仕訳にまとめて集計する

		単位設定		(単位：円)										単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2020年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第４四半期実績金額(発生)		2020年9月期 通期 ツウキ		2020年9月期 通期 ツウキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		33,031,221		16,683,266		17,886,005		6,581,716		74,182,208		74,182

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		448,134,671		379,311,234		43,577,216		133,338,214		1,004,361,335		1,004,361

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		6,681,755		5,026,100		205,138		1,144,805		13,057,798		13,058

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		41,961,000		36,489,000		3,490,000		4,989,200		86,929,200		86,929

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		29,632,703		30,494,307		7,813,944		15,107,790		83,048,744		83,049

		42080		売上高-賃貸収入		70,547		82,183		9,455		0		162,185		162

		42090		売上高-有料掲載		170,000		165,000		0		0		335,000		335

		42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,804,329		-7,364		0		0		6,796,965		6,797

		42120		売上高-恋学		5,679,334		6,381,003		5,005,900		3,701,718		20,767,955		20,768

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		45,972,561		45,823,227		40,952,442		44,162,497		176,910,727		176,911

		42140		売上高-その他		674,876		928,328		1,354,990		1,209,873		4,168,067		4,168

		42150		売上高-自社返金		-1,476,827		-1,285,640		-94,980		-157,935		-3,015,382		-3,015

		42160		売上高-FC返金		-15,680,086		-13,872,741		-7,117,103		-5,822,215		-42,492,145		-42,492

		43000		売上高-開発受託・保守		2,068,750		225,000		95,000		106,750		2,495,500		2,496

				純売上高		603,724,834		506,442,903		113,178,007		204,362,413		1,427,708,157		1,427,708

		51030		仕入高		22,971,644		12,912,866		571,218		719,529		37,175,257		37,175

				当期製品製造原価		22,235,493		18,734,862		16,121,643		14,385,211		71,477,209		71,477

				売上原価		45,207,137		31,647,728		16,692,861		15,104,740		108,652,466		108,652

				売上総利益		558,517,697		474,795,175		96,485,146		189,257,673		1,319,055,691		1,319,056

		61010		広告宣伝費		73,837,875		69,312,499		6,390,668		7,405,818		156,946,860		156,947

		61020		販売促進費		18,599,975		14,999,928		1,006,885		4,239,414		38,846,202		38,846

		61030		役員報酬		26,770,000		29,790,000		29,790,000		29,790,000		116,140,000		116,140

		61040		給与手当		91,886,340		91,890,467		91,043,100		90,538,847		365,358,754		365,359

		61050		通勤交通費		3,515,477		3,432,818		315,069		185,211		7,448,575		7,449

		61060		賞与引当金繰入		10,604,249		7,863,418		9,624,651		-9,605,818		18,486,500		18,487

		61070		賞与		0		0		0		18,005,400		18,005,400		18,005

		61110		法定福利費		16,286,592		16,305,447		16,283,413		15,689,768		64,565,220		64,565

		61120		福利厚生費		1,855,223		1,107,675		1,086,723		728,393		4,778,014		4,778

		61130		（有形）減価償却費		2,458,245		2,592,863		2,641,138		2,182,410		9,874,656		9,875

		61140		（無形）減価償却費		244,941		244,941		1,494,942		1,494,940		3,479,764		3,480

		61180		地代家賃		18,445,221		18,445,431		18,025,337		17,815,500		72,731,489		72,731

		61210		旅費交通費		1,086,489		1,422,698		96,104		259,847		2,865,138		2,865

		61220		通信費		2,045,662		2,073,008		2,263,520		2,044,665		8,426,855		8,427

		61230		運送費		61,828		44,446		234,725		37,705		378,704		379

		61240		交際接待費		431,267		246,451		0		45,500		723,218		723

		61250		会議費		37,892		21,026		0		3,177		62,095		62

		61260		支払手数料		4,532,408		2,338,551		1,688,837		1,976,512		10,536,308		10,536

		61270		決済手数料		32,643,375		26,151,583		4,075,226		11,300,790		74,170,974		74,171

		61280		業務委託費		16,953,362		16,195,099		22,662,885		19,633,721		75,445,067		75,445

		61290		システム関連委託費		18,319,955		22,311,791		22,105,872		21,745,561		84,483,179		84,483

		61300		支払報酬		5,610,009		11,601,858		5,701,465		7,263,552		30,176,884		30,177

		61310		採用費		15,651,377		4,223,358		3,095,336		7,086,068		30,056,139		30,056

		61320		教育費		84,755		642,820		8,182		15,000		750,757		751

		61330		調査費		110,367		135,316		146,886		127,766		520,335		520

		61340		リース料		362,178		362,178		362,178		258,692		1,345,226		1,345

		61360		水道光熱費		1,634,726		1,587,751		1,281,274		1,345,779		5,849,530		5,850

		61370		消耗品費		16,422,515		12,713,759		8,634,650		9,323,391		47,094,315		47,094

		61380		新聞図書費		89,432		36,938		57,880		90,263		274,513		275

		61390		事務用消耗品費		262,652		167,297		116,943		169,416		716,308		716

		61400		諸会費		367,576		86,574		253,455		75,000		782,605		783

		61410		寄付金		50,000		0		0		0		50,000		50

		61420		保険料		341,744		335,082		473,532		402,833		1,553,191		1,553

		61430		貸倒引当金繰入		1,018,196		0		-1,363		0		1,016,833		1,017

		61450		租税公課		4,607,350		5,554,934		557,850		3,884,414		14,604,548		14,605

		61460		雑費		-152,256		84,900		48,711		74,803		56,158		56

				販売費及び一般管理費計		387,076,997		364,322,905		251,566,074		265,634,338		1,268,600,314		1,268,600

				営業利益		171,440,700		110,472,270		-155,080,928		-76,376,665		50,455,377		50,455

		71010		受取利息		53,704		82,508		60,532		48,709		245,453		245

		71060		雑収入		706,407		311,000		2,000,000		6,000,000		9,017,407		9,017

				営業外収益		760,111		393,508		2,060,532		6,048,709		9,262,860		9,263

		76070		雑損失		0		0		400,000		0		400,000		400

				営業外費用		0		0		400,000		0		400,000		400

				経常利益		172,200,811		110,865,778		-153,420,396		-70,327,956		59,318,237		59,318

		81060		その他特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

				特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

		86030		固定資産除却損		0		0		599,593		0		599,593		600

		86060		減損損失		0		0		0		38,955,130		38,955,130		38,955

		86070		その他特別損失		0		0		0		4,070,811		4,070,811		4,071

				特別損失		0		0		599,593		43,025,941		43,625,534		43,626

				税引前当期純利益		172,200,811		110,865,778		-154,019,989		-106,831,734		22,214,866		22,215

		91010		法人税、住民税及び事業税		50,489,998		46,496,696		-71,569,123		-23,288,273		2,129,298		2,129

		91020		法人税等調整額		11,131,092		-5,367,772		11,814,748		-3,486,592		14,091,476		14,091

				法人税等		61,621,090		41,128,924		-59,754,375		-26,774,865		16,220,774		16,221

				当期純利益		110,579,721		69,736,854		-94,265,614		-80,056,869		5,994,092		5,994



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		551,327,516		453,228,162		65,855,220		155,288,325		1,225,699,223

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		551,328		453,228		65,855		155,288		1,225,699





10期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年9月期 第１四半期  至 2021年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)

		コード		科目名		2021年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第４四半期実績金額(発生)

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		-648,699		1,020,369		236,233		585,789

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		164,241,871		78,085,524		98,035,218		97,001,062

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		1,200,000		487,863		771,537		589,200

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		12,808,500		5,598,500		5,104,000		5,866,000

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		14,173,090		6,808,665		6,691,394		-60,013

		42090		売上高-有料掲載		226,000		0		0		0

		42120		売上高-恋学		3,762,428		5,368,190		4,518,208		3,249,929

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		46,136,211		42,800,332		37,967,348		34,372,447

		42140		売上高-その他		0		21,288		60,000		5,200

		42150		売上高-自社返金		-109,770		-49,560		-19,804		-21,008

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		0		561,800		923,300		1,211,400

		42153		売上高-事業創造G		983,331		1,022,605		724,489		538,678

		42160		売上高-FC返金		-5,481,163		-4,453,571		-2,886,371		-2,525,256

		43000		売上高-開発受託・保守		124,500		102,000		110,000		170,500

				純売上高		237,416,299		137,374,005		152,235,552		140,983,928

		51030		仕入高		258,667		203,894		202,227		178,053

				当期製品製造原価		11,872,589		11,486,391		9,600,351		8,361,120

				売上原価		12,131,256		11,690,285		9,802,578		8,539,173

				売上総利益		225,285,043		125,683,720		142,432,974		132,444,755

		61010		広告宣伝費		14,821,898		11,477,451		14,552,229		18,533,986

		61020		販売促進費		5,422,164		1,619,573		306,308		45,092

		61030		役員報酬		29,870,000		15,480,000		15,480,000		15,480,000

		61040		給与手当		89,787,607		92,012,131		88,938,796		90,826,487

		61050		通勤交通費		0		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		8,923,800		7,314,000		8,748,235		8,613,000

		61110		法定福利費		15,323,040		15,319,348		15,091,874		14,921,323

		61120		福利厚生費		864,528		580,520		593,750		690,329

		61130		（有形）減価償却費		459,536		396,764		576,239		556,402

		61140		（無形）減価償却費		1,479,110		1,447,443		1,447,443		1,447,435

		61180		地代家賃		17,818,050		18,906,863		6,251,729		3,285,879

		61210		旅費交通費		470,063		381,563		199,173		155,086

		61220		通信費		1,134,900		1,281,264		1,454,035		1,286,852

		61230		運送費		86,383		135,027		33,841		20,657

		61240		交際接待費		81,042		10,900		53,495		0

		61250		会議費		2,130		0		1,446		0

		61260		支払手数料		3,361,650		1,727,752		2,738,952		1,374,788

		61270		決済手数料		12,589,664		5,928,063		7,079,979		6,649,284

		61280		業務委託費		24,263,487		18,925,069		24,293,383		23,672,632

		61290		システム関連委託費		17,828,372		17,406,440		19,147,323		19,918,722

		61300		支払報酬		7,258,298		6,311,360		10,420,182		6,685,825

		61310		採用費		1,679,959		2,337,499		857,499		557,499

		61320		教育費		188,182		40,496		52,728		8,182

		61330		調査費		206,002		55,035		77,850		97,490

		61340		リース料		243,452		99,653		52,680		52,680

		61360		水道光熱費		1,339,067		1,306,857		355,375		169,794

		61370		消耗品費		13,800,310		11,160,071		9,581,286		9,508,116

		61380		新聞図書費		6,082		0		46,590		97,782

		61390		事務用消耗品費		126,291		128,940		58,625		38,026

		61400		諸会費		332,000		155,000		265,728		75,000

		61410		寄付金		0		0		0		0

		61420		保険料		329,308		330,228		434,338		270,875

		61450		租税公課		2,063,084		1,156,100		760,100		3,439,643

		61460		雑費		-15,253,337		296,650		-26,814		3,188

				販売費及び一般管理費計		256,906,122		233,728,060		229,924,397		228,482,054

				営業利益		-31,621,079		-108,044,340		-87,491,423		-96,037,299

						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		186,534,329		87,599,790		108,042,207		101,606,274		483,782,600

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		186,534		87,600		108,042		101,606		483,783





10期通期PL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年  9月  1日  至 2021年  9月 30日

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)				単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2021年  9月
単月実績 タンゲツ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		2,378		1,193,692		1,194

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		25,021,713		437,363,675		437,364				26,644,773

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		146,700		3,048,600		3,049

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		2,005,500		29,377,000		29,377

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		-13,109		27,613,136		27,613

		42090		売上高-有料掲載		0		226,000		226

		42120		売上高-恋学		1,012,790		16,898,755		16,899

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		10,988,119		161,276,338		161,276

		42140		売上高-その他		2,600		86,488		86

		42150		売上高-自社返金		0		-200,142		-200

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		481,200		2,696,500		2,697

		42153		売上高-事業創造G		187,491		3,269,103		3,269

		42160		売上高-FC返金		-593,409		-15,346,361		-15,346

		43000		売上高-開発受託・保守		75,000		507,000		507

				純売上高		39,316,973		668,009,784		668,010

		51030		仕入高		65,566		842,841		843

				当期製品製造原価		2,615,770		41,320,451		41,320

				売上原価		2,681,336		42,163,292		42,163

				売上総利益		36,635,637		625,846,492		625,846

		61010		広告宣伝費		8,025,550		59,385,564		59,386

		61020		販売促進費		0		7,393,137		7,393

		61030		役員報酬		5,160,000		76,310,000		76,310

		61040		給与手当		30,400,376		361,565,021		361,565

		61050		通勤交通費		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		2,674,000		33,599,035		33,599

		61110		法定福利費		4,761,421		60,655,585		60,656

		61120		福利厚生費		240,509		2,729,127		2,729

		61130		（有形）減価償却費		182,434		1,988,941		1,989

		61140		（無形）減価償却費		482,473		5,821,431		5,821

		61180		地代家賃		1,095,293		46,262,521		46,263

		61210		旅費交通費		42,407		1,205,885		1,206

		61220		通信費		425,175		5,157,051		5,157

		61230		運送費		3,968		275,908		276

		61240		交際接待費		0		145,437		145

		61250		会議費		0		3,576		4

		61260		支払手数料		323,343		9,203,142		9,203

		61270		決済手数料		1,728,497		32,246,990		32,247

		61280		業務委託費		11,914,189		91,154,571		91,155

		61290		システム関連委託費		6,161,540		74,300,857		74,301

		61300		支払報酬		2,092,000		30,675,665		30,676

		61310		採用費		185,833		5,432,456		5,432

		61320		教育費		0		289,588		290

		61330		調査費		34,115		436,377		436

		61340		リース料		17,560		448,465		448

		61360		水道光熱費		64,566		3,171,093		3,171

		61370		消耗品費		3,082,482		44,049,783		44,050

		61380		新聞図書費		3,600		150,454		150

		61390		事務用消耗品費		9,600		351,882		352

		61400		諸会費		25,000		827,728		828

		61410		寄付金		0		0		0

		61420		保険料		105,624		1,364,749		1,365

		61450		租税公課		1,557,411		7,418,927		7,419

		61460		雑費		1,064		-14,980,313		-14,980

				販売費及び一般管理費計		80,800,030		949,040,633		949,041

				営業利益		-44,164,393		-323,194,141		-323,194





2期分通期実績

																								サマリ								プロダクト別 ベツ

																						3区分 クブン						単位：千円 タンイ セ										単位：千円 タンイ セ

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				9期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182				MJ		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182		1,194						純売上高		1,427,708		668,010				純売上高		1,427,708		1,225,699		202,009

				42020		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361				MJ		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361		437,364						　MJ		1,225,699		483,783		(741,917)		売上原価		108,652

				42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058				MJ		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058		3,049						　CL		176,911		161,276		(15,634)		売上総利益		1,319,056

				42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929				MJ		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929		29,377						　他 ホカ		25,098		22,951		(2,147)		販売費及び一般管理費計		1,268,600

				42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049				MJ		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049		27,613						売上原価		108,652		42,163				営業利益		50,455

				42080		売上高-賃貸収入		162				MJ		売上高-有料掲載		7,132		226						売上総利益		1,319,056		625,846

				42090		売上高-有料掲載		335				メディア		売上高-恋学		20,768		16,899		(3,869)				販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

				42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,797				CL		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911		161,276						営業利益		50,455		(323,194)										単位：千円 タンイ セ

				42120		売上高-恋学		20,768				他 ホカ		売上高-その他		4,330		86														10期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911				MJ		売上高-自社返金		(3,015)		(200)														純売上高		668,010		483,783		184,227

				42140		売上高-その他		4,168				海外 カイガイ		売上高-5minGlobal				0				2区分 クブン						単位：千円 タンイ セ				売上原価		42,163

				42150		売上高-自社返金		(3,015)				相談所 ソウダンジョ		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所				2,697						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				売上総利益		625,846

				42160		売上高-FC返金		(42,492)				人材・ママ婚・Pairy ジンザイ コン		売上高-事業創造G				3,269						純売上高		1,427,708		668,010				販売費及び一般管理費計		949,041

				43000		売上高-開発受託・保守		2,496				MJ		売上高-FC返金		(42,492)		(15,346)						　MJ		1,225,699		483,783				営業利益		(323,194)

						純売上高		1,427,708				MJ		売上高-開発受託・保守		2,496		507						　他 ホカ		202,009		184,227

				51030		仕入高		37,175						純売上高		1,427,708		668,010						売上原価		108,652		42,163

						当期製品製造原価		71,477						仕入高		37,175		843						売上総利益		1,319,056		625,846

						売上原価		108,652						当期製品製造原価		71,477		41,320						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						売上総利益		1,319,056						売上原価		108,652		42,163						営業利益		50,455		(323,194)

				61010		広告宣伝費		156,947						売上総利益		1,319,056		625,846

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157

				61230		運送費		379						運送費		379		276

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145

				61250		会議費		62						会議費		62		4

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432

				61320		教育費		751						教育費		751		290

				61330		調査費		520						調査費		520		436

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





作業１

												広告宣伝費		●		2,838		8,730		5,892		広告宣伝費		●		0		0		0

				直接販管費 チョ		間接販管費 カン		合計 ゴウケイ				販売促進費				1,474		375		-1,099		販売促進費		●		0		0		0

		10期10月 キ ガツ		43,840		42,809		86,649				役員報酬				0		0		0		役員報酬				9,930		5,160		(4,770)

		11期10月 キ ガツ		51,024		35,397		86,421				給与手当		人事		18,586		19,725		1,139		給与手当				11,102		11,495		393

												賞与引当金繰入		人事		2,393		2,262		-131		賞与引当金繰入				1,050		849		(201)

												法定福利費		人事		347		3,152		2,805		法定福利費				4,583		2,054		(2,529)

												福利厚生費				25		0		-25		福利厚生費		総務		154		266		112

												（有形）減価償却費				0		0		0		（有形）減価償却費				153		161		8

												（無形）減価償却費				416		0		-416		（無形）減価償却費				82		57		(25)

												地代家賃				0		0		0		地代家賃				5,939		1,326		(4,613)

												旅費交通費				91		30		-61		旅費交通費				62		0		(62)

												通信費				13		36		23		通信費				635		501		(134)

												運送費				0		0		0		運送費				14		15		1

												交際接待費				0		0		0		交際接待費				0		320		320

												会議費				0		6		6		会議費				0		0		0

												支払手数料				0		14		14		支払手数料				557		797		240

												決済手数料				4,566		2,892		-1,674		決済手数料				0		0		0

												業務委託費				7,408		8,873		1,465		業務委託費		●		1,818		5,830		4,012

												システム関連委託費				4,016		2,394		-1,622		システム関連委託費		●		1,847		1,000		(847)

												支払報酬				151		500		349		支払報酬				1,793		1,960		167

												採用費				0		0		0		採用費		人事		118		980		862

												教育費				0		0		0		教育費				8		45		37

												調査費				0		0		0		調査費				51		15		(36)

												リース料				0		0		0		リース料				113		65		(48)

												水道光熱費				0		0		0		水道光熱費				448		60		(388)

												消耗品費				1,462		2,025		563		消耗品費		●		1,164		1,706		542

												新聞図書費				0		10		10		新聞図書費				5		34		29

												事務用消耗品費				0		0		0		事務用消耗品費				35		38		3

												諸会費				0		0		0		諸会費				82		82		0

												保険料				0		0		0		保険料				110		119		9

												租税公課				46		0		-46		租税公課				940		462		(478)

												雑費				0		0		0		雑費				16		0		(16)

												（直接）
販売費及び一般管理費計		●		43,833		51,024		7,191		（間接）
販売費及び一般管理費計		計算		42,809		35,397		(7,412)

												配賦前営業利益		●		27,184		-14,033		-41,217

												（間接）
販売費及び一般管理費計		自動		15,781		35,397		19,616

												配賦後営業利益		自動		11,403		-49,430		-60,833





















































★過去売上利益推移

		全社推移 ゼンシャ スイイ

																						単位：千円 タンイ セ

								9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				603,725		506,443		113,178		204,362		237,416		137,374		152,236		140,984

				営業利益 エイギョウ リエキ				171,441		110,472		(155,081)		(76,377)		(31,621)		(108,044)		(87,491)		(96,037)



売上・営業利益推移



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	603724.83400000003	506442.90299999999	113178.007	204362.413	237416.299	137374.005	152235.552	140983.92800000001	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	171440.7	110472.27	-155080.92800000001	-76376.664999999994	-31621.079000000002	-108044.34	-87491.422999999995	-96037.298999999999	









★MJ推移（配賦前）

		MJ推移（配賦前） スイイ ハイフマエ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												125,496		35,420		54,844		41,748						配賦前営業利益　⇒9期が分からない ハイフマエ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								42,945		51,429		31,122		9,496		7,578		18,346		22,388		17,477		14,979		22,594		13,335		5,819		257,508

												125,496						35,420						54,844						41,748

														単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ				125,496		35,420		54,844		41,748





売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	125496	35420	54844	41748	







売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	125496	35420	54844	41748	









★MJ推移 (配賦後)

		MJ推移（配賦後） スイイ ハイフ ゴ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												66,828		(21,474)		2,772		(10,226)						配賦後営業利益　⇒9期が分からない ハイフ ゴ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								21,607		27,109		18,112		-8,888		-11,130		-1,456		2,744		941		-913		5,520		-4,115		-11,631		37,900

												66,828						-21,474						2,772						-10,226



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	66828	-21474	2772	-10226	









★サービス別概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年										2021/9期

								実績		期初予想		実績												売上 ウリアゲ		販管費 ハンカンヒ		配賦前営業利益 ハイフマエ エイギョウリエキ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				1,223		-		485		△60.3%						イベントECサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		85.7%		-		72.4%		△13.3pt								構成比(%) コウセイヒ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				204		-		184		△9.6%						WEBサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		14.3%		-		27.6%		+3.3pt								構成比(%) コウセイヒ



								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				街コンジャパン マチ

						構成比(%) コウセイヒ

				カップリング

						構成比(%) コウセイヒ

				その他サービス タ

						構成比(%) コウセイヒ





★BS概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2020/9期 キ		2021/9期 キ		対前年 タイゼンネン

						流動資産 リュウドウシサン				2,160		1,876		△ 283

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,817		1,830		12

						固定資産 コテイシサン				109		65		△ 43

				資産合計 シサンゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

						流動負債 リュウドウ フサイ				183		110		△ 73

						固定負債 コテイフサイ				17		139		+122

				負債合計 フサイ ゴウケイ						200		250		+49

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						2,068		1,692		△ 376

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

				自己資本比率 ジコシホン ヒリツ						91.2%		87.1%		△4.1pt





★PL概要

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年		対期初予想

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%		-



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%		-

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt		-

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-		-

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-





★PL概要 (Q毎)

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								１Q				２Q				３Q				４Q				通期 ツウキ

								9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ						緊急事態宣言期間売上 キンキュウジタイセンゲン キカン ウリアゲ

				売上高				603		237		506		137		113		152		113		143		1,427		670						144

				売上総利益				558		225		474		125		96		142		96		134		1,319		627						緊急事態宣言なし売上 キンキュウ ジタイ センゲン ウリアゲ

						売上比(%)		92.5%		94.9%		93.8%		91.5%		85.3%		93.6%		85.3%		94.0%		92.4%		93.7%						237

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		△ 31		110		△ 108		△ 155		△ 87		△ 155		△ 90		50		△ 317

						売上比(%)		28.4%		-		21.8%		-		-		-		-		-		3.5%		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		△ 31		110		△ 104		△ 153		△ 87		△ 153		△ 90		59		△ 313

						売上比(%)		28.5%		-		21.9%		-		-		-		-		-		4.2%		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		△ 38		69		△ 109		△ 94		△ 103		△ 94		△ 125		5		△ 376

						売上比(%)		18.3%		-		13.8%		-		-		-		-		-		0.4%		-



																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期 キ										2021/9期 キ

								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ

				売上高				603		506		113		113		1,427		237		137		137		143		670

				売上総利益				558		474		96		96		1,319		225		125		125		134		627

						売上比(%)		92.5%		93.8%		85.3%		85.3%		92.4%		94.9%		91.5%		91.5%		94.0%		93.7%

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		110		△ 155		△ 155		50		△ 31		△ 108		△ 108		△ 90		△ 317

						売上比(%)		28.4%		21.8%		-		-		3.5%		-		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		110		△ 153		△ 153		59		△ 31		△ 104		△ 104		△ 90		△ 313

						売上比(%)		28.5%		21.9%		-		-		4.2%		-		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		69		△ 94		△ 94		5		△ 38		△ 109		△ 109		△ 125		△ 376

						売上比(%)		18.3%		13.8%		-		-		0.4%		-		-		-		-		-





★販管費削減

												単位：千円 タンイ セ

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				②		通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				②		地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				②		水道光熱費		5,850		3,192		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				③		採用費		30,056		5,632		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

						その他 タ		360,811		283,559		(73,355)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(319,560)



												単位：千円 タンイ セ								9期⇒10期削減項目 キ キ サクゲン コウモク

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン								合計 ゴウケイ		(166,178)

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		△ 97,561								販促費 ハンソクヒ		(31,453)

				②		移転関連 イテン カンレン		86,030		49,454		△ 36,575								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		(39,830)

				③		採用費 サイヨウヒ		30,056		5,632		△ 24,424								通勤交通費		(7,449)

						その他 タ		995,568		830,892		△ 164,676								人件費 ジンケンヒ		(10,596)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		△ 323,236								減価償却 ゲンカショウキャク		(5,544)

																				旅費交通費		(1,659)

																				通信費		(3,270)

																				運送費		(103)

																				交際接待費		(578)

																				会議費		(59)

																				支払手数料		(1,333)

																				決済手数料		(41,924)

																				業務委託費		15,710

																				システム関連委託費		(10,182)

																				支払報酬		499

																				教育費		(461)

																				調査費		(84)

																				リース料		(897)

																				消耗品費		(3,045)

																				新聞図書費		(124)

																				事務用消耗品費		(364)

																				諸会費		45

																				寄付金		(50)

																				保険料		(188)

																				貸倒引当金繰入		(1,017)

																				租税公課		(7,186)

																				雑費		(15,036)



販管費削減



9期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	156946.85999999999	86029.593999999997	30056.138999999999	995567.72100000014	1268600.3140000002	10期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	59385.563999999998	49454.281000000003	5632.4560000000001	830891.75600000005	945364.05700000003	









【参考】販管費9⇒10期比較

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386		(97,561)						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393		(31,453)						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310		(39,830)						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565		(3,794)						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0		(7,449)						通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599		(2,893)						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656		(3,910)						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729		(2,049)						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989		(7,886)						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821		2,342						採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206		(1,659)						合計 ゴウケイ		1,268,600		949,041		(319,560)

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157		(3,270)

				61230		運送費		379						運送費		379		276		(103)

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145		(578)

				61250		会議費		62						会議費		62		4		(59)

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203		(1,333)

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247		(41,924)

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155		15,710

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301		(10,182)

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676		499

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432		(24,624)

				61320		教育費		751						教育費		751		290		(461)

				61330		調査費		520						調査費		520		436		(84)

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448		(897)

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050		(3,045)

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150		(124)

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352		(364)

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828		45

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0		(50)

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365		(188)

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017				(1,017)

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419		(7,186)

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)		(15,036)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041		(319,560)

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)		(373,650)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





【参考】販管費10⇒11期比較

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit#gid=1653422329



						AVE		103,309		79,781

						◆全社		11期合計		10期合計		差異		理由						10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ		AVE

						合計		1,239,707		957,377		282,330						原価 ゲンカ		2,991		3,003		3,008		3,379		3,425		3,484		3,956		4,160		4,349		4,532		4,711		4,952		45,950		3,829

						広告宣伝費		205,160		60,720		144,440						直接販管費 チョ		51,024		65,341		53,989		59,993		59,785		61,958		71,547		72,595		106,202		76,363		77,985		80,887		837,669		69,806

						販売促進費		22,827		7,483		15,344						間接販管費 カン		35,397		34,165		36,053		35,144		30,628		30,997		38,118		32,119		32,595		32,227		32,624		31,971		402,038		33,503

						役員報酬		61,920		79,850		-17,930						販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		86,421		99,506		90,042		95,137		90,413		92,955		109,665		104,714		138,797		108,590		110,609		112,858		1,239,707		103,309

						給与手当		412,202		362,415		49,787						コスト合計 ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						賞与引当金繰入		39,768		34,719		5,049

						法定福利費		68,412		55,266		13,146

						福利厚生費		4,429		3,002		1,427						MJ		75,260		87,526		77,288		80,399		74,158		75,238		89,246		82,117		114,176		82,425		81,511		80,117		999,461		83,288

						（有形）減価償却費		2,143		2,789		-646						その他（≒予算） タ ヨサン		14,152		14,983		15,762		18,117		19,680		21,201		24,375		26,757		28,970		30,697		33,809		37,693		286,196		23,850

						（無形）減価償却費		684		5,810		-5,126		ママ婚減損				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						地代家賃		15,912		47,690		-31,778		移転

						旅費交通費		1,904		1,330		574

						通信費		6,572		5,249		1,323		総務確認				マッチングサービス事業部（CL）		10,936		10,848		10,697		11,699		11,856		12,055		13,992		15,212		16,189		16,460		17,793		19,315

						運送費		180		328		-148						ブランド戦略室（海外）		0		15		41		122		250		539		1,231		1,975		2,658		3,300		4,651		6,364

						交際接待費		696		145		551						事業企画室（結婚相談所）		961		1,765		2,561		3,721		4,567		5,452		5,894		6,089		6,314		6,923		7,208		7,523

						会議費		78		24		54						コンテンツメディア事業部（メディア）		2,000		2,100		2,205		2,315		2,431		2,553		2,629		2,708		2,789		2,873		2,959		3,048

						支払手数料		9,106		9,552		-446						技術部（Pairy）		155		155		155		155		155		155		155		270		278		290		301		326

						決済手数料		63,337		34,530		28,807		売上増に比例				経営企画部（人材・ママ婚）		100		100		103		105		421		447		474		503		742		851		897		1,117

						業務委託費		183,092		89,384		93,708		人材サービス＋54,000千円、CL＋8,000千円など

						システム関連委託費		41,652		76,591		-34,939		業務委託費と入り繰り

						支払報酬		29,644		29,763		-119						CVR2.3%ロックした場合、MJに必要なSSはいくつか？ ヒツヨウ

						採用費		14,394		7,441		6,953		検討中				他サービスの累計で、年間を通じて月間ave23,850千円を叩き出せればOK ホカ ルイケイ ネンカン ツウ ゲッカン セ タタ ダ

						教育費		310		375		-65						MJ年明けの数字ダウンした場合のリスクヘッジ策は？ トシア スウジ バアイ サク

						調査費		180		408		-228						MJリアルイベント以外での収益をどうあげていくか？ イガイ シュウエキ

						リース料		720		655		65

						水道光熱費		720		3,390		-2,670		移転

						消耗品費		44,251		43,582		669

						新聞図書費		502		159		343

						事務用消耗品費		306		430		-124

						諸会費		855		844		11

						保険料		1,428		1,459		-31

						租税公課		6,223		6,977		-754

						雑費		100		-14,982		15,082		移転関連

												差異1,000千円以上を抜粋



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit

★来期予算

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001

								営業利益 エイギョウリエキ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286

								営業利益 エイギョウリエキ

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)				516		206%

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)				102		155%

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				617		192%

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)		0		317
(-)				317		0%

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				笹生案 サ アン

								営業利益又は
   営業損失（△） エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		△317		50～△100		367～217
(-)

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				伊藤案⇒こちらをPPTには記載している イトウ アン キサイ

								営業利益又は
   営業損失（△） エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		△317		50～△100		△267～△417
(-)

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)
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Sheet2

				11期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ

				全社 ゼンシャ		1,287,107		1,241,157		837,669		403,488		402,038		1,450

				　イベントEC事業部（MJ）		1,000,911		1,000,911		406,494		594,417

				　マッチングサービス事業部（CL）		167,052		140,831		166,936		-26,105

				　ブランド戦略室（海外）		21,146		19,826		60,018		-40,192

				　事業企画室（結婚相談所）		58,978		56,466		57,609		-1,143

				　コンテンツメディア事業部（メディア）		30,610		22,957		31,660		-8,703

				　技術部（Pairy）		2,550		-5,694		10756		-16,450

				　経営企画部（人材・ママ婚）		5,860		5,860		104,196		-98,336

				10期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ						売上 ウリアゲ

				全社 ゼンシャ		671,288		629,107		493,937		135,170		456,206		-321,036						615,819

				　MJ		485,509		481,452		221,176		260,276										515,402

				　Couplink		161,273		134,548		65,448		69,100										5,779

				　海外		177		-816		72,085		-72,901										20,969

				　結婚相談所		3,230		3,230		36,684		-33,454										55,748

				　ママ婚、人材、Pairy、KOIGAKU		20,676		10,289		98,544		-88,255										18,344

				　その他（ルーターズ）		423		404		0		404
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（補足資料）緊急事態宣言に伴う、東京の流通額推移①

第１回
2020/4/7～5/25

第２回
2021/1/8～3/21

第３回
2021/4/25～6/20

第４回
2021/7/12～9/30

まん延防止等重点措置
2021/4/5～9/30

10期(1Q) 10期(2Q) 10期(3Q) 10期(4Q)9期(2Q) 9期(3Q) 9期(4Q)

緊急事態宣言中（第1回〜4回）は飲食店への時短要請などにより、
イベント参加者の大幅減少となり、流通額も大幅に減少。

9

＊2020年1月〜2021年9月までの流通額の推移
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（補足資料）緊急事態宣言に伴う、東京の流通額推移②

10期(3Q) 10期(4Q)

2021年10月緊急事態宣言解除の影響もあり、イベント参加意欲も高まってきている。
期初の立ち上がりは良好と見られる。

11期(1Q)

第３回
2021/4/25～6/20

第４回
2021/7/12～9/30

まん延防止等重点措置
2021/4/5～9/30
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2021/9期 BS概要
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オフィス移転による敷金の戻り等により、 前期末と同水準のキャッシュを維持。

11

（単位：百万円）

2020/9期 2021/9期 対前年

流動資産 2,160 1,876 △ 283

現金及び預金 1,817 1,830 12

固定資産 109 65 △ 43

資産合計 2,269 1,942 △ 326

流動負債 183 110 △ 73

固定負債 17 139 +122

負債合計 200 250 +49

純資産合計 2,068 1,692 △ 376

負債・純資産合計 2,269 1,942 △ 326

自己資本比率 91.2% 87.1% △4.1pt


過去推移

		経営指標 ケイエイ シヒョウ

				項目 コウモク		20/10		20/11		20/12		21/01		21/02		21/03		21/04		21/05		21/06		21/07		21/08		21/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2021年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		732		291		209		185		237		246		301		286		312		394		241		213		3,647		668		1,900		899		848		1,747		3,647

		10期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		366		211		120		150		176		190		262		263		277		302		236		212		2,765		516		1,213		802		750		1,552		2,765

				中止率 チュウシ リツ		50.0%		27.5%		42.6%		18.9%		25.7%		22.8%		13.0%		8.0%		11.2%		23.4%		2.1%		0.5%		24.2%		22.8%		36.2%		10.8%		11.6%		11.2%		24.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		13,443		14,620		13,328		13,725		12,841		12,082		13,239		16,235		10,520		12,194		11,212		10,274		153,713		38,648		80,039		39,994		33,680		73,674		153,713

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		10,013		10,704		9,676		8,244		8,574		8,516		8,781		9,739		7,110		8,646		7,335		6,548		103,886		25,334		55,727		25,630		22,529		48,159		103,886

				中止率 チュウシ リツ		25.5%		26.8%		27.4%		39.9%		33.2%		29.5%		33.7%		40.0%		32.4%		29.1%		34.6%		36.3%		32.4%		34.4%		30.4%		35.9%		33.1%		34.6%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		33,696		40,517		28,002		15,744		16,658		21,305		24,705		21,780		19,168		26,721		17,093		14,821		102,215		53,707		155,922		65,653		58,635		124,288		280,210

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		30,506		32,063		30,612		29,905		28,100		30,471		26,295		32,807		27,604		27,250		32,063		26,224		93,181		88,476		181,657		86,706		85,537		172,243		353,900

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		3,190		8,454		▲ 2,610		▲ 14,161		▲ 11,442		▲ 9,166		▲ 1,590		▲ 11,027		▲ 8,436		▲ 529		▲ 14,970		▲ 11,403		9,034		▲ 34,769		▲ 25,735		▲ 21,053		▲ 26,902		▲ 47,955		▲ 73,690

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,189,517		-		-		2,208,724		-		-		2,233,470		-		-		2,260,164		2,189,517		2,208,724		2,208,724		2,233,470		2,260,164		2,260,164		2,260,164

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,094,226		-		-		2,107,951		-		-		2,129,816		-		-		2,161,312		2,094,226		2,107,951		2,107,951		2,129,816		2,161,312		2,161,312		2,161,312

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		4,134		5,458		3,822		3,183		1,707		2,889		1,344		1,821		3,743		277		239				13,414		7,779		21,194		6,908		516		7,424		28,618

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		453		560		406		397		401		435		95		112		89		204		90				1,419		1,233		2,652		296		294		590		3,242

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		10.97%		10.26%		10.61%		12.47%		23.48%		15.07%		7.07%		6.15%		2.37%		73.75%		37.66%		ERROR:#DIV/0!		10.58%		15.85%		12.51%		4.28%		57.02%		7.94%		11.33%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		54,066		60,479		43,946		20,253		21,855		31,525		36,958		31,132		27,059		41,302		28,748				158,491		73,633		232,124		95,149		70,050		165,199		397,323

				FP(婚活・メンズ)（千円） コンカツ センエン		1,421		1,908		931		297		279		324		247		58		0		45		0				5,511		900		5,161		305		45		350		5,511

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 15,642		▲ 10,190		▲ 5,789		▲ 38,915		▲ 38,858		▲ 32,837		▲ 26,689		▲ 24,065		▲ 36,738		▲ 20,764		▲ 31,109				▲ 31,621		▲ 110,610		▲ 142,231		▲ 87,492		▲ 51,873		▲ 139,364		▲ 281,595

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,053,448		2,043,272		2,033,350		1,993,334		1,955,977		1,921,560		1,894,037		1,869,886		1,818,001		1,797,245		1,766,148				2,033,350		1,921,560		1,921,560		1,818,001		0		0		0

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		110.12		109.58		109.04		106.90		104.90		103.05		101.57		100.28		97.50		96.38		94.72		0.00		109.04		103.05		103.05		97.50		0.00		0.00		0.00

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		302		289		273		287		360		330		292		317		340		302		302		341		273		330		330		340		341		341		341

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		74		73		74		74		74		71		70		70		69		70		71		71		74		71		71		69		71		71		71

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		19/10		19/11		19/12		20/01		20/02		20/03		20/04		20/05		20/06		20/07		20/08		20/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2020年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		651		680		771		871		1,243		789		437		633		423		335		289		307		7,429		2,903		5,005		1,493		931		2,424		7,429

		9期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		422		521		538		575		594		217		373		458		238		221		208		193		4,558		1,386		2,867		1,069		622		1,691		4,558

				中止率 チュウシ リツ		35.2%		23.4%		30.2%		34.0%		52.2%		72.5%		14.6%		27.6%		43.7%		34.0%		28.0%		37.1%		38.6%		52.3%		42.7%		28.4%		33.2%		30.2%		38.6%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		19,099		19,452		18,222		17,687		19,879		19,493		17,615		15,572		10,772		14,837		16,502		13,321		202,451		57,059		113,832		43,959		44,660		88,619		202,451

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,954		16,323		15,372		14,729		16,141		14,511		3,438		3,460		7,342		9,769		10,973		9,906		136,918		45,381		92,030		14,240		30,648		44,888		136,918

				中止率 チュウシ リツ		21.7%		16.1%		15.6%		16.7%		18.8%		25.6%		80.5%		77.8%		31.8%		34.2%		33.5%		25.6%		32.4%		20.5%		19.2%		67.6%		31.4%		49.3%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		77,097		97,866		89,183		78,947		86,494		44,900		6,442		12,344		22,824		34,118		28,897		33,112		264,146		210,341		474,487		41,610		96,127		137,737		612,224

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		88,712		100,568		90,299		104,521		117,263		102,228		100,957		138,119		101,052		121,913		131,027		114,064		279,579		324,012		603,591		340,128		367,004		707,132		1,310,723

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		▲ 11,615		▲ 2,702		▲ 1,116		▲ 25,574		▲ 30,769		▲ 57,328		▲ 94,515		▲ 125,775		▲ 78,228		▲ 87,795		▲ 102,130		▲ 80,952		▲ 15,433		▲ 113,671		▲ 129,104		▲ 298,518		▲ 270,877		▲ 569,395		▲ 698,499

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,830,732		1,857,290		1,878,517		1,906,751		1,931,751		1,943,423		1,946,532		1,950,412		2,022,123		-		-		2,155,511		1,878,517		1,943,423		1,943,423		2,022,123		2,155,511		2,155,511		2,155,511

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,906,547		1,934,342		1,958,056		1,988,738		2,015,085		2,026,911		2,030,353		2,034,889		2,038,363		-		-		2,064,292		1,958,056		2,026,911		2,026,911		2,038,363		2,064,292		2,064,292		2,064,292

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		22,172		23,041		22,779		17,634		20,466		7,784		6,151		9,212		10,242		8,330		7,957		5,244		67,991		45,884		113,876		25,605		21,532		47,136		161,012

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		11,091		11,497		9,628		8,618		9,186		1,863		1,812		1,265		1,840		1,672		389		609		32,216		19,666		51,883		4,917		2,670		7,587		59,470

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.02%		49.90%		42.27%		48.87%		44.88%		23.93%		29.46%		13.74%		17.97%		20.07%		4.89%		11.61%		47.38%		42.86%		45.56%		19.21%		12.40%		16.10%		36.94%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		134,496		154,041		143,918		126,693		142,178		96,568		11,372		2,442		22,646		39,880		39,983		47,652		432,455		365,439		797,893		36,460		127,516		163,975		961,869

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		4,703		4,527		3,384		2,104		1,894		1,188		103		30		405		600		752		750		20,439		5,185		17,799		538		2,102		2,640		20,439

				営業利益 エイギョウ リエキ		46,023		68,478		56,940		24,881		48,293		37,299		▲ 58,092		▲ 61,705		▲ 35,284		▲ 28,864		▲ 24,404		▲ 23,109		171,441		110,472		281,913		▲ 155,081		▲ 76,377		▲ 231,458		50,455

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		24.07%		32.11%		28.57%		14.20%		24.52%		27.79%		-		-		-		-		-		-		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,108,832		2,177,748		2,173,382		2,198,270		2,246,909		2,243,106		2,185,046		2,122,365		2,148,853		2,120,005		2,095,619		2,068,730		2,173,382		2,243,106		2,243,106		2,148,853		2,068,730		2,068,730		2,068,730

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		113.09		116.79		116.55		117.89		120.50		120.29		117.18		113.82		115.24		113.69		112.38		110.94		116.55		120.29		120.29		115.24		110.94		110.94		110.94

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		518		393		407		382		239		174		257		304		298		219		293		355		407		174		174		298		355		355		355

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		76		78		77		80		75		75		75		75		74		75		72		73		77		75		75		74		73		73		73

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		18/10		18/11		18/12		19/01		19/02		19/03		19/04		19/05		19/06		19/07		19/08		19/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2019年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		1,060		1,033		927		869		899		1,031		890		874		829		748		642		636		3,020		2,799		5,819		2,593		2,026		4,619		10,438

		8期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		649		650		623		608		684		774		697		665		635		557		463		435		1,922		2,066		3,988		1,997		1,455		3,452		7,440

				中止率 チュウシ リツ		38.8%		37.1%		32.8%		30.0%		23.9%		24.9%		21.7%		23.9%		23.4%		25.5%		27.9%		31.6%		36.4%		26.2%		31.5%		23.0%		28.2%		25.3%		28.7%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		17,866		19,009		20,681		19,557		19,201		22,747		19,164		20,576		19,081		18,097		20,786		20,458		57,556		61,505		119,061		58,821		59,341		118,162		237,223

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,389		15,571		17,013		15,111		15,258		18,013		15,807		17,015		16,057		15,112		17,293		16,491		46,973		48,382		95,355		48,879		48,896		97,775		193,130

				中止率 チュウシ リツ		19.5%		18.1%		17.7%		22.7%		20.5%		20.8%		17.5%		17.3%		15.8%		16.5%		16.8%		19.4%		18.4%		21.3%		19.9%		16.9%		17.6%		17.3%		18.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		102,418		116,769		122,706		92,864		91,925		101,709		91,505		102,187		99,368		94,760		104,967		92,635		341,893		286,498		628,391		293,060		292,362		585,422		1,213,813

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,488,422		1,521,319		1,551,466		1,581,842		1,607,699		1,634,802		1,662,902		1,692,787		1,719,866		1,749,438		1,779,204		1,805,077		1,551,466		1,634,802		1,634,802		1,719,866		1,805,077		1,805,077		1,805,077

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,553,992		1,588,476		1,619,436		1,651,115		1,677,913		1,706,004		1,734,796		1,765,258		1,792,630		1,822,454		1,852,811		1,879,686		1,619,436		1,706,004		1,706,004		1,792,630		1,879,686		1,879,686		1,879,686

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		50,080		58,474		39,430		28,807		23,369		35,770		21,776		22,508		23,708		18,684		17,903		18,818		147,985		87,946		235,931		67,991		55,405		123,396		359,326

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		25,089		28,124		25,788		19,307		16,012		18,505		13,103		13,667		12,264		10,296		10,398		9,320		79,001		53,824		132,825		39,034		30,014		69,048		201,873

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.10%		48.10%		65.40%		67.02%		68.52%		51.73%		60.17%		60.72%		51.73%		55.10%		58.08%		49.53%		53.38%		61.20%		56.30%		57.41%		54.17%		55.96%		56.18%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		163,718		160,444		171,045		159,715		148,613		168,562		144,857		157,854		158,586		154,654		177,439		159,160		495,207		476,890		972,096		461,296		491,253		952,549		1,924,646

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		17,911		12,389		7,650		5,750		8,063		7,889		6,029		6,884		7,121		8,377		11,756		8,805		37,950		21,702		59,652		20,034		28,938		48,972		108,623

				営業利益 エイギョウ リエキ		83,555		69,005		107,617		83,177		62,105		104,758		70,368		80,253		91,446		81,884		97,354		91,437		260,177		250,040		510,217		242,068		270,675		512,743		1,022,959

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		33.81%		27.59%		41.26%		37.20%		29.98%		43.14%		35.05%		36.92%		42.40%		39.63%		41.64%		43.09%		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,513,639		1,588,124		1,681,820		1,671,841		1,733,931		1,838,394		1,813,161		1,893,405		1,984,882		1,980,050		2,077,418		2,062,802		1,681,820		1,838,394		1,838,394		1,984,882		2,062,802		2,062,802		2,062,802

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		81.17		85.17		90.19		89.66		92.99		98.59		97.24		101.54		106.45		106.19		111.41		110.62		90.19		98.59		98.59		106.45		110.62		110.62		110.62

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		906		1,440		1,281		1,251		1,089		1,107		954		759		735		839		474		544		1,281		1,107		1,107		735		544		544		544

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		83		85		83		83		84		81		80		77		77		74		72		72		83		81		81		77		72		72		72



				項目 コウモク		17/10		17/11		17/12		18/01		18/02		18/03		18/04		18/05		18/06		18/07		18/08		18/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2018年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		723		609		629		587		729		784		756		663		767		903		1,058		1,099		1,961		2,100		4,061		2,186		3,060		5,246		9,307

		7期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		350		359		350		335		398		429		402		397		454		546		731		723		1,059		1,162		2,221		1,253		2,000		3,253		5,474

				中止率 チュウシ リツ		51.6%		41.1%		44.4%		42.9%		45.4%		45.3%		46.8%		40.1%		40.8%		39.5%		30.9%		34.2%		46.0%		44.7%		45.3%		42.7%		34.6%		38.0%		41.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		10,945		11,544		11,846		12,630		13,342		15,397		15,718		16,050		15,569		16,886		16,273		19,856		34,335		41,369		75,704		47,337		53,015		100,352		176,056

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		9,479		10,143		10,319		10,909		11,113		12,583		12,743		13,130		12,577		13,313		13,115		15,633		29,941		34,605		64,546		38,450		42,061		80,511		145,057

				中止率 チュウシ リツ		13.4%		12.1%		12.9%		13.6%		16.7%		18.3%		18.9%		18.2%		19.2%		21.2%		19.4%		21.3%		12.8%		16.4%		14.7%		18.8%		20.7%		19.8%		17.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		78,854		93,449		95,270		86,092		84,295		92,000		96,863		101,251		102,429		107,351		108,732		115,385		267,573		262,387		529,960		300,543		331,468		632,011		1,161,971

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,097,865		1,130,739		1,156,806		1,185,204		1,214,530		1,245,672		1,281,790		1,319,068		1,351,221		1,385,990		1,422,380		1,455,429		1,156,806		1,245,672		1,245,672		1,351,221		1,351,221		1,455,429		1,455,429

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,132,177		1,165,576		1,192,068		1,221,075		1,253,745		1,288,560		1,328,370		1,367,604		1,402,161		1,439,591		1,479,346		1,516,454		1,192,068		1,288,560		1,288,560		1,402,161		1,516,454		1,516,454		1,516,454

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		32,892		35,719		25,877		30,851		40,998		23,492		64,164		77,667		36,378		71,190		60,642		43,373		94,487		95,341		189,828		178,209		175,205		353,414		543,242

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		17,631		15,715		23,514		18,030		20,269		22,072		30,809		33,623		34,507		37,245		30,066		36,761		56,860		60,371		117,231		98,940		104,072		203,012		320,243

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		53.60%		44.00%		90.87%		58.44%		49.44%		93.95%		48.02%		43.29%		94.86%		52.32%		49.58%		84.75%		60.18%		63.32%		61.76%		55.52%		59.40%		57.44%		58.95%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		112,357		127,270		121,975		113,040		113,324		127,664		131,037		132,321		135,117		139,320		143,149		158,241		361,602		354,028		715,630		398,475		440,710		839,184		1,554,815

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		-		-		-		-		-		-		705		1,772		4,635		8,968		15,533		13,662		-		-		-		7,112		38,163		45,275		45,275

				営業利益 エイギョウ リエキ		33,866		59,368		43,948		31,385		39,018		73,381		63,437		81,140		71,486		80,092		80,480		77,781		137,182		143,784		280,966		216,063		238,353		454,415		735,381

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.01%		27.96%		20.88%		16.13%		18.65%		31.10%		27.12%		32.18%		29.78%		31.53%		31.31%		28.69%		22.06%		22.48%		22.27%		29.74%		30.47%		30.13%		28.69%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,254,508		1,313,330		1,309,483		1,340,850		1,380,025		1,398,192		1,461,544		1,501,384		1,449,911		1,364,323		1,444,770		1,430,216		1,309,483		1,398,192		1,398,192		1,449,911		1,430,216		1,430,216		1,430,216

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		19,061,790		19,061,790		19,061,771		19,061,740		19,061,722		19,061,709		19,061,682		19,059,987		18,923,856		18,712,935		18,646,896		18,646,896		19,061,771		19,061,709		19,061,709		18,923,856		18,923,856		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		65.81		68.90		68.70		70.34		72.40		73.35		76.67		78.77		76.62		72.91		77.48		76.70		68.70		73.35		73.35		76.62		76.62		76.70		76.70

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		2,134		6,400		2,796		3,580		2,982		3,405		2,833		3,420		3,165		3,690		5,140		5,730		2,796		3,405		3,405		3,165		5,730		5,730		5,730

				項目 コウモク		16/10		16/11		16/12		17/01		17/02		17/03		17/04		17/05		17/06		17/07		17/08		17/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2017年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		707		692		728		796		812		823		814		927		910		1,087		1,018		974		2,127		2,431		4,558		2,651		3,079		5,730		10,288

		6期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		644		563		577		583		601		593		543		579		572		715		602		631		1,784		1,777		3,561		1,694		1,948		3,642		7,203

				中止率 チュウシ リツ		8.9%		18.6%		20.7%		26.8%		26.0%		27.9%		33.3%		37.5%		37.1%		34.2%		40.9%		35.2%		16.1%		26.9%		21.9%		36.1%		36.7%		36.4%		30.0%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		6,087		6,020		6,391		6,335		5,578		6,607		6,485		7,321		6,868		9,480		9,459		10,325		18,498		18,520		37,018		20,674		29,264		49,938		86,956

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		5,774		5,250		5,541		5,553		4,924		5,771		5,720		6,477		6,041		8,190		8,067		8,859		16,565		16,248		32,813		18,238		25,116		43,354		76,167

				中止率 チュウシ リツ		5.1%		12.8%		13.3%		12.3%		11.7%		12.7%		11.8%		11.5%		12.0%		13.6%		14.7%		14.2%		10.4%		12.3%		11.4%		11.8%		14.2%		13.2%		12.4%

				参加者数 サンカシャ スウ		68,481		68,222		77,414		70,035		66,922		71,551		77,077		84,892		76,506		94,604		80,713		85,367		214,117		208,508		422,625		238,475		260,684		499,159		921,784

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		761,393		789,222		816,317		846,673		871,136		897,787		926,508		957,980		983,926		1,012,123		1,040,636		1,068,966		816,317		897,787		897,787		983,926		983,926		1,068,966		1,068,966

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		778,434		808,060		836,717		868,736		895,061		923,687		954,006		987,015		1,014,395		1,044,208		1,074,082		1,102,904		836,717		923,687		923,687		1,014,395		1,102,904		1,102,904		1,102,904





9期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2020年9月期 第１四半期  至 2020年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		部門		1001		役員		～		0000		共通部門

		整理仕訳の集計条件		日常仕訳にまとめて集計する

		単位設定		(単位：円)										単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2020年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第４四半期実績金額(発生)		2020年9月期 通期 ツウキ		2020年9月期 通期 ツウキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		33,031,221		16,683,266		17,886,005		6,581,716		74,182,208		74,182

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		448,134,671		379,311,234		43,577,216		133,338,214		1,004,361,335		1,004,361

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		6,681,755		5,026,100		205,138		1,144,805		13,057,798		13,058

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		41,961,000		36,489,000		3,490,000		4,989,200		86,929,200		86,929

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		29,632,703		30,494,307		7,813,944		15,107,790		83,048,744		83,049

		42080		売上高-賃貸収入		70,547		82,183		9,455		0		162,185		162

		42090		売上高-有料掲載		170,000		165,000		0		0		335,000		335

		42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,804,329		-7,364		0		0		6,796,965		6,797

		42120		売上高-恋学		5,679,334		6,381,003		5,005,900		3,701,718		20,767,955		20,768

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		45,972,561		45,823,227		40,952,442		44,162,497		176,910,727		176,911

		42140		売上高-その他		674,876		928,328		1,354,990		1,209,873		4,168,067		4,168

		42150		売上高-自社返金		-1,476,827		-1,285,640		-94,980		-157,935		-3,015,382		-3,015

		42160		売上高-FC返金		-15,680,086		-13,872,741		-7,117,103		-5,822,215		-42,492,145		-42,492

		43000		売上高-開発受託・保守		2,068,750		225,000		95,000		106,750		2,495,500		2,496

				純売上高		603,724,834		506,442,903		113,178,007		204,362,413		1,427,708,157		1,427,708

		51030		仕入高		22,971,644		12,912,866		571,218		719,529		37,175,257		37,175

				当期製品製造原価		22,235,493		18,734,862		16,121,643		14,385,211		71,477,209		71,477

				売上原価		45,207,137		31,647,728		16,692,861		15,104,740		108,652,466		108,652

				売上総利益		558,517,697		474,795,175		96,485,146		189,257,673		1,319,055,691		1,319,056

		61010		広告宣伝費		73,837,875		69,312,499		6,390,668		7,405,818		156,946,860		156,947

		61020		販売促進費		18,599,975		14,999,928		1,006,885		4,239,414		38,846,202		38,846

		61030		役員報酬		26,770,000		29,790,000		29,790,000		29,790,000		116,140,000		116,140

		61040		給与手当		91,886,340		91,890,467		91,043,100		90,538,847		365,358,754		365,359

		61050		通勤交通費		3,515,477		3,432,818		315,069		185,211		7,448,575		7,449

		61060		賞与引当金繰入		10,604,249		7,863,418		9,624,651		-9,605,818		18,486,500		18,487

		61070		賞与		0		0		0		18,005,400		18,005,400		18,005

		61110		法定福利費		16,286,592		16,305,447		16,283,413		15,689,768		64,565,220		64,565

		61120		福利厚生費		1,855,223		1,107,675		1,086,723		728,393		4,778,014		4,778

		61130		（有形）減価償却費		2,458,245		2,592,863		2,641,138		2,182,410		9,874,656		9,875

		61140		（無形）減価償却費		244,941		244,941		1,494,942		1,494,940		3,479,764		3,480

		61180		地代家賃		18,445,221		18,445,431		18,025,337		17,815,500		72,731,489		72,731

		61210		旅費交通費		1,086,489		1,422,698		96,104		259,847		2,865,138		2,865

		61220		通信費		2,045,662		2,073,008		2,263,520		2,044,665		8,426,855		8,427

		61230		運送費		61,828		44,446		234,725		37,705		378,704		379

		61240		交際接待費		431,267		246,451		0		45,500		723,218		723

		61250		会議費		37,892		21,026		0		3,177		62,095		62

		61260		支払手数料		4,532,408		2,338,551		1,688,837		1,976,512		10,536,308		10,536

		61270		決済手数料		32,643,375		26,151,583		4,075,226		11,300,790		74,170,974		74,171

		61280		業務委託費		16,953,362		16,195,099		22,662,885		19,633,721		75,445,067		75,445

		61290		システム関連委託費		18,319,955		22,311,791		22,105,872		21,745,561		84,483,179		84,483

		61300		支払報酬		5,610,009		11,601,858		5,701,465		7,263,552		30,176,884		30,177

		61310		採用費		15,651,377		4,223,358		3,095,336		7,086,068		30,056,139		30,056

		61320		教育費		84,755		642,820		8,182		15,000		750,757		751

		61330		調査費		110,367		135,316		146,886		127,766		520,335		520

		61340		リース料		362,178		362,178		362,178		258,692		1,345,226		1,345

		61360		水道光熱費		1,634,726		1,587,751		1,281,274		1,345,779		5,849,530		5,850

		61370		消耗品費		16,422,515		12,713,759		8,634,650		9,323,391		47,094,315		47,094

		61380		新聞図書費		89,432		36,938		57,880		90,263		274,513		275

		61390		事務用消耗品費		262,652		167,297		116,943		169,416		716,308		716

		61400		諸会費		367,576		86,574		253,455		75,000		782,605		783

		61410		寄付金		50,000		0		0		0		50,000		50

		61420		保険料		341,744		335,082		473,532		402,833		1,553,191		1,553

		61430		貸倒引当金繰入		1,018,196		0		-1,363		0		1,016,833		1,017

		61450		租税公課		4,607,350		5,554,934		557,850		3,884,414		14,604,548		14,605

		61460		雑費		-152,256		84,900		48,711		74,803		56,158		56

				販売費及び一般管理費計		387,076,997		364,322,905		251,566,074		265,634,338		1,268,600,314		1,268,600

				営業利益		171,440,700		110,472,270		-155,080,928		-76,376,665		50,455,377		50,455

		71010		受取利息		53,704		82,508		60,532		48,709		245,453		245

		71060		雑収入		706,407		311,000		2,000,000		6,000,000		9,017,407		9,017

				営業外収益		760,111		393,508		2,060,532		6,048,709		9,262,860		9,263

		76070		雑損失		0		0		400,000		0		400,000		400

				営業外費用		0		0		400,000		0		400,000		400

				経常利益		172,200,811		110,865,778		-153,420,396		-70,327,956		59,318,237		59,318

		81060		その他特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

				特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

		86030		固定資産除却損		0		0		599,593		0		599,593		600

		86060		減損損失		0		0		0		38,955,130		38,955,130		38,955

		86070		その他特別損失		0		0		0		4,070,811		4,070,811		4,071

				特別損失		0		0		599,593		43,025,941		43,625,534		43,626

				税引前当期純利益		172,200,811		110,865,778		-154,019,989		-106,831,734		22,214,866		22,215

		91010		法人税、住民税及び事業税		50,489,998		46,496,696		-71,569,123		-23,288,273		2,129,298		2,129

		91020		法人税等調整額		11,131,092		-5,367,772		11,814,748		-3,486,592		14,091,476		14,091

				法人税等		61,621,090		41,128,924		-59,754,375		-26,774,865		16,220,774		16,221

				当期純利益		110,579,721		69,736,854		-94,265,614		-80,056,869		5,994,092		5,994



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		551,327,516		453,228,162		65,855,220		155,288,325		1,225,699,223

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		551,328		453,228		65,855		155,288		1,225,699





10期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年9月期 第１四半期  至 2021年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)

		コード		科目名		2021年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第４四半期実績金額(発生)

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		-648,699		1,020,369		236,233		585,789

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		164,241,871		78,085,524		98,035,218		97,001,062

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		1,200,000		487,863		771,537		589,200

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		12,808,500		5,598,500		5,104,000		5,866,000

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		14,173,090		6,808,665		6,691,394		-60,013

		42090		売上高-有料掲載		226,000		0		0		0

		42120		売上高-恋学		3,762,428		5,368,190		4,518,208		3,249,929

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		46,136,211		42,800,332		37,967,348		34,372,447

		42140		売上高-その他		0		21,288		60,000		5,200

		42150		売上高-自社返金		-109,770		-49,560		-19,804		-21,008

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		0		561,800		923,300		1,211,400

		42153		売上高-事業創造G		983,331		1,022,605		724,489		538,678

		42160		売上高-FC返金		-5,481,163		-4,453,571		-2,886,371		-2,525,256

		43000		売上高-開発受託・保守		124,500		102,000		110,000		170,500

				純売上高		237,416,299		137,374,005		152,235,552		140,983,928

		51030		仕入高		258,667		203,894		202,227		178,053

				当期製品製造原価		11,872,589		11,486,391		9,600,351		8,361,120

				売上原価		12,131,256		11,690,285		9,802,578		8,539,173

				売上総利益		225,285,043		125,683,720		142,432,974		132,444,755

		61010		広告宣伝費		14,821,898		11,477,451		14,552,229		18,533,986

		61020		販売促進費		5,422,164		1,619,573		306,308		45,092

		61030		役員報酬		29,870,000		15,480,000		15,480,000		15,480,000

		61040		給与手当		89,787,607		92,012,131		88,938,796		90,826,487

		61050		通勤交通費		0		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		8,923,800		7,314,000		8,748,235		8,613,000

		61110		法定福利費		15,323,040		15,319,348		15,091,874		14,921,323

		61120		福利厚生費		864,528		580,520		593,750		690,329

		61130		（有形）減価償却費		459,536		396,764		576,239		556,402

		61140		（無形）減価償却費		1,479,110		1,447,443		1,447,443		1,447,435

		61180		地代家賃		17,818,050		18,906,863		6,251,729		3,285,879

		61210		旅費交通費		470,063		381,563		199,173		155,086

		61220		通信費		1,134,900		1,281,264		1,454,035		1,286,852

		61230		運送費		86,383		135,027		33,841		20,657

		61240		交際接待費		81,042		10,900		53,495		0

		61250		会議費		2,130		0		1,446		0

		61260		支払手数料		3,361,650		1,727,752		2,738,952		1,374,788

		61270		決済手数料		12,589,664		5,928,063		7,079,979		6,649,284

		61280		業務委託費		24,263,487		18,925,069		24,293,383		23,672,632

		61290		システム関連委託費		17,828,372		17,406,440		19,147,323		19,918,722

		61300		支払報酬		7,258,298		6,311,360		10,420,182		6,685,825

		61310		採用費		1,679,959		2,337,499		857,499		557,499

		61320		教育費		188,182		40,496		52,728		8,182

		61330		調査費		206,002		55,035		77,850		97,490

		61340		リース料		243,452		99,653		52,680		52,680

		61360		水道光熱費		1,339,067		1,306,857		355,375		169,794

		61370		消耗品費		13,800,310		11,160,071		9,581,286		9,508,116

		61380		新聞図書費		6,082		0		46,590		97,782

		61390		事務用消耗品費		126,291		128,940		58,625		38,026

		61400		諸会費		332,000		155,000		265,728		75,000

		61410		寄付金		0		0		0		0

		61420		保険料		329,308		330,228		434,338		270,875

		61450		租税公課		2,063,084		1,156,100		760,100		3,439,643

		61460		雑費		-15,253,337		296,650		-26,814		3,188

				販売費及び一般管理費計		256,906,122		233,728,060		229,924,397		228,482,054

				営業利益		-31,621,079		-108,044,340		-87,491,423		-96,037,299

						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		186,534,329		87,599,790		108,042,207		101,606,274		483,782,600

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		186,534		87,600		108,042		101,606		483,783





10期通期PL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年  9月  1日  至 2021年  9月 30日

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)				単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2021年  9月
単月実績 タンゲツ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		2,378		1,193,692		1,194

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		25,021,713		437,363,675		437,364				26,644,773

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		146,700		3,048,600		3,049

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		2,005,500		29,377,000		29,377

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		-13,109		27,613,136		27,613

		42090		売上高-有料掲載		0		226,000		226

		42120		売上高-恋学		1,012,790		16,898,755		16,899

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		10,988,119		161,276,338		161,276

		42140		売上高-その他		2,600		86,488		86

		42150		売上高-自社返金		0		-200,142		-200

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		481,200		2,696,500		2,697

		42153		売上高-事業創造G		187,491		3,269,103		3,269

		42160		売上高-FC返金		-593,409		-15,346,361		-15,346

		43000		売上高-開発受託・保守		75,000		507,000		507

				純売上高		39,316,973		668,009,784		668,010

		51030		仕入高		65,566		842,841		843

				当期製品製造原価		2,615,770		41,320,451		41,320

				売上原価		2,681,336		42,163,292		42,163

				売上総利益		36,635,637		625,846,492		625,846

		61010		広告宣伝費		8,025,550		59,385,564		59,386

		61020		販売促進費		0		7,393,137		7,393

		61030		役員報酬		5,160,000		76,310,000		76,310

		61040		給与手当		30,400,376		361,565,021		361,565

		61050		通勤交通費		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		2,674,000		33,599,035		33,599

		61110		法定福利費		4,761,421		60,655,585		60,656

		61120		福利厚生費		240,509		2,729,127		2,729

		61130		（有形）減価償却費		182,434		1,988,941		1,989

		61140		（無形）減価償却費		482,473		5,821,431		5,821

		61180		地代家賃		1,095,293		46,262,521		46,263

		61210		旅費交通費		42,407		1,205,885		1,206

		61220		通信費		425,175		5,157,051		5,157

		61230		運送費		3,968		275,908		276

		61240		交際接待費		0		145,437		145

		61250		会議費		0		3,576		4

		61260		支払手数料		323,343		9,203,142		9,203

		61270		決済手数料		1,728,497		32,246,990		32,247

		61280		業務委託費		11,914,189		91,154,571		91,155

		61290		システム関連委託費		6,161,540		74,300,857		74,301

		61300		支払報酬		2,092,000		30,675,665		30,676

		61310		採用費		185,833		5,432,456		5,432

		61320		教育費		0		289,588		290

		61330		調査費		34,115		436,377		436

		61340		リース料		17,560		448,465		448

		61360		水道光熱費		64,566		3,171,093		3,171

		61370		消耗品費		3,082,482		44,049,783		44,050

		61380		新聞図書費		3,600		150,454		150

		61390		事務用消耗品費		9,600		351,882		352

		61400		諸会費		25,000		827,728		828

		61410		寄付金		0		0		0

		61420		保険料		105,624		1,364,749		1,365

		61450		租税公課		1,557,411		7,418,927		7,419

		61460		雑費		1,064		-14,980,313		-14,980

				販売費及び一般管理費計		80,800,030		949,040,633		949,041

				営業利益		-44,164,393		-323,194,141		-323,194





2期分通期実績

																								サマリ								プロダクト別 ベツ

																						3区分 クブン						単位：千円 タンイ セ										単位：千円 タンイ セ

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				9期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182				MJ		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182		1,194						純売上高		1,427,708		668,010				純売上高		1,427,708		1,225,699		202,009

				42020		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361				MJ		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361		437,364						　MJ		1,225,699		483,783		(741,917)		売上原価		108,652

				42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058				MJ		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058		3,049						　CL		176,911		161,276		(15,634)		売上総利益		1,319,056

				42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929				MJ		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929		29,377						　他 ホカ		25,098		22,951		(2,147)		販売費及び一般管理費計		1,268,600

				42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049				MJ		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049		27,613						売上原価		108,652		42,163				営業利益		50,455

				42080		売上高-賃貸収入		162				MJ		売上高-有料掲載		7,132		226						売上総利益		1,319,056		625,846

				42090		売上高-有料掲載		335				メディア		売上高-恋学		20,768		16,899		(3,869)				販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

				42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,797				CL		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911		161,276						営業利益		50,455		(323,194)										単位：千円 タンイ セ

				42120		売上高-恋学		20,768				他 ホカ		売上高-その他		4,330		86														10期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911				MJ		売上高-自社返金		(3,015)		(200)														純売上高		668,010		483,783		184,227

				42140		売上高-その他		4,168				海外 カイガイ		売上高-5minGlobal				0				2区分 クブン						単位：千円 タンイ セ				売上原価		42,163

				42150		売上高-自社返金		(3,015)				相談所 ソウダンジョ		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所				2,697						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				売上総利益		625,846

				42160		売上高-FC返金		(42,492)				人材・ママ婚・Pairy ジンザイ コン		売上高-事業創造G				3,269						純売上高		1,427,708		668,010				販売費及び一般管理費計		949,041

				43000		売上高-開発受託・保守		2,496				MJ		売上高-FC返金		(42,492)		(15,346)						　MJ		1,225,699		483,783				営業利益		(323,194)

						純売上高		1,427,708				MJ		売上高-開発受託・保守		2,496		507						　他 ホカ		202,009		184,227

				51030		仕入高		37,175						純売上高		1,427,708		668,010						売上原価		108,652		42,163

						当期製品製造原価		71,477						仕入高		37,175		843						売上総利益		1,319,056		625,846

						売上原価		108,652						当期製品製造原価		71,477		41,320						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						売上総利益		1,319,056						売上原価		108,652		42,163						営業利益		50,455		(323,194)

				61010		広告宣伝費		156,947						売上総利益		1,319,056		625,846

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157

				61230		運送費		379						運送費		379		276

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145

				61250		会議費		62						会議費		62		4

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432

				61320		教育費		751						教育費		751		290

				61330		調査費		520						調査費		520		436

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





作業１

												広告宣伝費		●		2,838		8,730		5,892		広告宣伝費		●		0		0		0

				直接販管費 チョ		間接販管費 カン		合計 ゴウケイ				販売促進費				1,474		375		-1,099		販売促進費		●		0		0		0

		10期10月 キ ガツ		43,840		42,809		86,649				役員報酬				0		0		0		役員報酬				9,930		5,160		(4,770)

		11期10月 キ ガツ		51,024		35,397		86,421				給与手当		人事		18,586		19,725		1,139		給与手当				11,102		11,495		393

												賞与引当金繰入		人事		2,393		2,262		-131		賞与引当金繰入				1,050		849		(201)

												法定福利費		人事		347		3,152		2,805		法定福利費				4,583		2,054		(2,529)

												福利厚生費				25		0		-25		福利厚生費		総務		154		266		112

												（有形）減価償却費				0		0		0		（有形）減価償却費				153		161		8

												（無形）減価償却費				416		0		-416		（無形）減価償却費				82		57		(25)

												地代家賃				0		0		0		地代家賃				5,939		1,326		(4,613)

												旅費交通費				91		30		-61		旅費交通費				62		0		(62)

												通信費				13		36		23		通信費				635		501		(134)

												運送費				0		0		0		運送費				14		15		1

												交際接待費				0		0		0		交際接待費				0		320		320

												会議費				0		6		6		会議費				0		0		0

												支払手数料				0		14		14		支払手数料				557		797		240

												決済手数料				4,566		2,892		-1,674		決済手数料				0		0		0

												業務委託費				7,408		8,873		1,465		業務委託費		●		1,818		5,830		4,012

												システム関連委託費				4,016		2,394		-1,622		システム関連委託費		●		1,847		1,000		(847)

												支払報酬				151		500		349		支払報酬				1,793		1,960		167

												採用費				0		0		0		採用費		人事		118		980		862

												教育費				0		0		0		教育費				8		45		37

												調査費				0		0		0		調査費				51		15		(36)

												リース料				0		0		0		リース料				113		65		(48)

												水道光熱費				0		0		0		水道光熱費				448		60		(388)

												消耗品費				1,462		2,025		563		消耗品費		●		1,164		1,706		542

												新聞図書費				0		10		10		新聞図書費				5		34		29

												事務用消耗品費				0		0		0		事務用消耗品費				35		38		3

												諸会費				0		0		0		諸会費				82		82		0

												保険料				0		0		0		保険料				110		119		9

												租税公課				46		0		-46		租税公課				940		462		(478)

												雑費				0		0		0		雑費				16		0		(16)

												（直接）
販売費及び一般管理費計		●		43,833		51,024		7,191		（間接）
販売費及び一般管理費計		計算		42,809		35,397		(7,412)

												配賦前営業利益		●		27,184		-14,033		-41,217

												（間接）
販売費及び一般管理費計		自動		15,781		35,397		19,616

												配賦後営業利益		自動		11,403		-49,430		-60,833





















































★過去売上利益推移

		全社推移 ゼンシャ スイイ

																						単位：千円 タンイ セ

								9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				603,725		506,443		113,178		204,362		237,416		137,374		152,236		140,984

				営業利益 エイギョウ リエキ				171,441		110,472		(155,081)		(76,377)		(31,621)		(108,044)		(87,491)		(96,037)



売上・営業利益推移



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	603724.83400000003	506442.90299999999	113178.007	204362.413	237416.299	137374.005	152235.552	140983.92800000001	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	171440.7	110472.27	-155080.92800000001	-76376.664999999994	-31621.079000000002	-108044.34	-87491.422999999995	-96037.298999999999	









★MJ推移（配賦前）

		MJ推移（配賦前） スイイ ハイフマエ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												125,496		35,420		54,844		41,748						配賦前営業利益　⇒9期が分からない ハイフマエ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								42,945		51,429		31,122		9,496		7,578		18,346		22,388		17,477		14,979		22,594		13,335		5,819		257,508

												125,496						35,420						54,844						41,748

														単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ				125,496		35,420		54,844		41,748





売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	125496	35420	54844	41748	







売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	125496	35420	54844	41748	









★MJ推移 (配賦後)

		MJ推移（配賦後） スイイ ハイフ ゴ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												66,828		(21,474)		2,772		(10,226)						配賦後営業利益　⇒9期が分からない ハイフ ゴ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								21,607		27,109		18,112		-8,888		-11,130		-1,456		2,744		941		-913		5,520		-4,115		-11,631		37,900

												66,828						-21,474						2,772						-10,226



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	66828	-21474	2772	-10226	









★サービス別概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年										2021/9期

								実績		期初予想		実績												売上 ウリアゲ		販管費 ハンカンヒ		配賦前営業利益 ハイフマエ エイギョウリエキ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				1,223		-		485		△60.3%						イベントECサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		85.7%		-		72.4%		△13.3pt								構成比(%) コウセイヒ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				204		-		184		△9.6%						WEBサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		14.3%		-		27.6%		+3.3pt								構成比(%) コウセイヒ



								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				街コンジャパン マチ

						構成比(%) コウセイヒ

				カップリング

						構成比(%) コウセイヒ

				その他サービス タ

						構成比(%) コウセイヒ





★BS概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2020/9期 キ		2021/9期 キ		対前年 タイゼンネン

						流動資産 リュウドウシサン				2,160		1,876		△ 283

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,817		1,830		12

						固定資産 コテイシサン				109		65		△ 43

				資産合計 シサンゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

						流動負債 リュウドウ フサイ				183		110		△ 73

						固定負債 コテイフサイ				17		139		+122

				負債合計 フサイ ゴウケイ						200		250		+49

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						2,068		1,692		△ 376

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

				自己資本比率 ジコシホン ヒリツ						91.2%		87.1%		△4.1pt





★PL概要

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年		対期初予想

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%		-



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%		-

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt		-

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-		-





★PL概要 (Q毎)

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								１Q				２Q				３Q				４Q				通期 ツウキ

								9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ

				売上高				603		237		506		137		113		152		204		143		1,427		670

				売上総利益				558		225		474		125		96		142		189		134		1,319		627

						売上比(%)		92.5%		94.9%		93.8%		91.5%		85.3%		93.6%		92.6%		94.0%		92.4%		93.7%

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		△ 31		110		△ 108		△ 155		△ 87		△ 76		△ 90		50		△ 317

						売上比(%)		28.4%		-		21.8%		-		-		-		-		-		3.5%		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		△ 31		110		△ 104		△ 153		△ 87		△ 70		△ 90		59		△ 313

						売上比(%)		28.5%		-		21.9%		-		-		-		-		-		4.2%		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		△ 38		69		△ 109		△ 94		△ 103		△ 80		△ 125		5		△ 376

						売上比(%)		18.3%		-		13.8%		-		-		-		-		-		0.4%		-





														緊急事態宣言期間売上 キンキュウジタイセンゲン キカン ウリアゲ

														144

														緊急事態宣言なし売上 キンキュウ ジタイ センゲン ウリアゲ

														237











★販管費削減

												単位：千円 タンイ セ

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				②		通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				②		地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				②		水道光熱費		5,850		3,192		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				③		採用費		30,056		5,632		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

						その他 タ		360,811		283,559		(73,355)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(319,560)



												単位：千円 タンイ セ								9期⇒10期削減項目 キ キ サクゲン コウモク

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン								合計 ゴウケイ		(166,178)

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)								販促費 ハンソクヒ		(31,453)

				②		移転関連 イテン カンレン		86,030		49,454		(36,575)								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		(39,830)

				③		採用費 サイヨウヒ		30,056		5,632		(24,424)								通勤交通費		(7,449)

						その他 タ		995,568		830,892		(164,676)								人件費 ジンケンヒ		(10,596)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(323,236)								減価償却 ゲンカショウキャク		(5,544)

																				旅費交通費		(1,659)

																				通信費		(3,270)

																				運送費		(103)

																				交際接待費		(578)

																				会議費		(59)

																				支払手数料		(1,333)

																				決済手数料		(41,924)

																				業務委託費		15,710

																				システム関連委託費		(10,182)

																				支払報酬		499

																				教育費		(461)

																				調査費		(84)

																				リース料		(897)

																				消耗品費		(3,045)

																				新聞図書費		(124)

																				事務用消耗品費		(364)

																				諸会費		45

																				寄付金		(50)

																				保険料		(188)

																				貸倒引当金繰入		(1,017)

																				租税公課		(7,186)

																				雑費		(15,036)



販管費削減



9期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	156946.85999999999	86029.593999999997	30056.138999999999	995567.72100000014	1268600.3140000002	10期通期実績	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	合計	59385.563999999998	49454.281000000003	5632.4560000000001	830891.75600000005	945364.05700000003	









【参考】販管費9⇒10期比較

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386		(97,561)						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393		(31,453)						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310		(39,830)						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565		(3,794)						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0		(7,449)						通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599		(2,893)						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656		(3,910)						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729		(2,049)						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989		(7,886)						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821		2,342						採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206		(1,659)						合計 ゴウケイ		1,268,600		949,041		(319,560)

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157		(3,270)

				61230		運送費		379						運送費		379		276		(103)

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145		(578)

				61250		会議費		62						会議費		62		4		(59)

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203		(1,333)

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247		(41,924)

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155		15,710

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301		(10,182)

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676		499

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432		(24,624)

				61320		教育費		751						教育費		751		290		(461)

				61330		調査費		520						調査費		520		436		(84)

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448		(897)

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050		(3,045)

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150		(124)

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352		(364)

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828		45

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0		(50)

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365		(188)

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017				(1,017)

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419		(7,186)

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)		(15,036)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041		(319,560)

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)		(373,650)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





【参考】販管費10⇒11期比較

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit#gid=1653422329



						AVE		103,309		79,781

						◆全社		11期合計		10期合計		差異		理由						10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ		AVE

						合計		1,239,707		957,377		282,330						原価 ゲンカ		2,991		3,003		3,008		3,379		3,425		3,484		3,956		4,160		4,349		4,532		4,711		4,952		45,950		3,829

						広告宣伝費		205,160		60,720		144,440						直接販管費 チョ		51,024		65,341		53,989		59,993		59,785		61,958		71,547		72,595		106,202		76,363		77,985		80,887		837,669		69,806

						販売促進費		22,827		7,483		15,344						間接販管費 カン		35,397		34,165		36,053		35,144		30,628		30,997		38,118		32,119		32,595		32,227		32,624		31,971		402,038		33,503

						役員報酬		61,920		79,850		-17,930						販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		86,421		99,506		90,042		95,137		90,413		92,955		109,665		104,714		138,797		108,590		110,609		112,858		1,239,707		103,309

						給与手当		412,202		362,415		49,787						コスト合計 ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						賞与引当金繰入		39,768		34,719		5,049

						法定福利費		68,412		55,266		13,146

						福利厚生費		4,429		3,002		1,427						MJ		75,260		87,526		77,288		80,399		74,158		75,238		89,246		82,117		114,176		82,425		81,511		80,117		999,461		83,288

						（有形）減価償却費		2,143		2,789		-646						その他（≒予算） タ ヨサン		14,152		14,983		15,762		18,117		19,680		21,201		24,375		26,757		28,970		30,697		33,809		37,693		286,196		23,850

						（無形）減価償却費		684		5,810		-5,126		ママ婚減損				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						地代家賃		15,912		47,690		-31,778		移転

						旅費交通費		1,904		1,330		574

						通信費		6,572		5,249		1,323		総務確認				マッチングサービス事業部（CL）		10,936		10,848		10,697		11,699		11,856		12,055		13,992		15,212		16,189		16,460		17,793		19,315

						運送費		180		328		-148						ブランド戦略室（海外）		0		15		41		122		250		539		1,231		1,975		2,658		3,300		4,651		6,364

						交際接待費		696		145		551						事業企画室（結婚相談所）		961		1,765		2,561		3,721		4,567		5,452		5,894		6,089		6,314		6,923		7,208		7,523

						会議費		78		24		54						コンテンツメディア事業部（メディア）		2,000		2,100		2,205		2,315		2,431		2,553		2,629		2,708		2,789		2,873		2,959		3,048

						支払手数料		9,106		9,552		-446						技術部（Pairy）		155		155		155		155		155		155		155		270		278		290		301		326

						決済手数料		63,337		34,530		28,807		売上増に比例				経営企画部（人材・ママ婚）		100		100		103		105		421		447		474		503		742		851		897		1,117

						業務委託費		183,092		89,384		93,708		人材サービス＋54,000千円、CL＋8,000千円など

						システム関連委託費		41,652		76,591		-34,939		業務委託費と入り繰り

						支払報酬		29,644		29,763		-119						CVR2.3%ロックした場合、MJに必要なSSはいくつか？ ヒツヨウ

						採用費		14,394		7,441		6,953		検討中				他サービスの累計で、年間を通じて月間ave23,850千円を叩き出せればOK ホカ ルイケイ ネンカン ツウ ゲッカン セ タタ ダ

						教育費		310		375		-65						MJ年明けの数字ダウンした場合のリスクヘッジ策は？ トシア スウジ バアイ サク

						調査費		180		408		-228						MJリアルイベント以外での収益をどうあげていくか？ イガイ シュウエキ

						リース料		720		655		65

						水道光熱費		720		3,390		-2,670		移転

						消耗品費		44,251		43,582		669

						新聞図書費		502		159		343

						事務用消耗品費		306		430		-124

						諸会費		855		844		11

						保険料		1,428		1,459		-31

						租税公課		6,223		6,977		-754

						雑費		100		-14,982		15,082		移転関連

												差異1,000千円以上を抜粋



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit

★来期予算

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/10期		2022/11期		対期初予想

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001

								営業利益 エイギョウリエキ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286

								営業利益 エイギョウリエキ

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/10期		2022/11期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)				516		206%

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)				102		155%

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				617		192%

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)		0		317
(-)				317		0%





Sheet1

								10期 キ				11期 キ				12期 キ















								MJ5億 オク				MJ10億 オク				MJ20億 オク



						MJ
外的要因 ガイテキヨウイン						新たなプラットフォーム アラ







						CL、相談所、その他
新規・既存サービス ソウダンジョ タ シンキ キゾン						M&A
新業態 シンギョウタイ











Sheet2

				11期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ

				全社 ゼンシャ		1,287,107		1,241,157		837,669		403,488		402,038		1,450

				　イベントEC事業部（MJ）		1,000,911		1,000,911		406,494		594,417

				　マッチングサービス事業部（CL）		167,052		140,831		166,936		-26,105

				　ブランド戦略室（海外）		21,146		19,826		60,018		-40,192

				　事業企画室（結婚相談所）		58,978		56,466		57,609		-1,143

				　コンテンツメディア事業部（メディア）		30,610		22,957		31,660		-8,703

				　技術部（Pairy）		2,550		-5,694		10756		-16,450

				　経営企画部（人材・ママ婚）		5,860		5,860		104,196		-98,336

				10期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ						売上 ウリアゲ

				全社 ゼンシャ		671,288		629,107		493,937		135,170		456,206		-321,036						615,819

				　MJ		485,509		481,452		221,176		260,276										515,402

				　Couplink		161,273		134,548		65,448		69,100										5,779

				　海外		177		-816		72,085		-72,901										20,969

				　結婚相談所		3,230		3,230		36,684		-33,454										55,748

				　ママ婚、人材、Pairy、KOIGAKU		20,676		10,289		98,544		-88,255										18,344

				　その他（ルーターズ）		423		404		0		404
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販売管理費について

9期より年間約320,000千円の販売管理費を削減
・イベント開催の減少に伴う、広告宣伝費の減額
・全社リモート勤務による地代家賃・通勤交通費等のコスト削減
・採用は主にリファラル採用に転換・強化し、採用費を圧縮
・その他として、販促費の圧縮、決済手数料の減少など

単位：千円
科目名 2020年9月期 2021年9月期 増減
広告宣伝費 156,947 59,386 △ 97,561
移転関連 86,030 49,434 △ 36,596
採用費 30,056 5,432 △ 24,624
その他 995,568 834,789 △ 160,779
販売管理費計 1,268,600 949,041 △ 319,560
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広告宣伝費 移転関連 採用費 その他 販売管理費計

販売管理費比較

2020年9月期 2021年9月期


過去推移

		経営指標 ケイエイ シヒョウ

				項目 コウモク		20/10		20/11		20/12		21/01		21/02		21/03		21/04		21/05		21/06		21/07		21/08		21/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2021年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		732		291		209		185		237		246		301		286		312		394		241		213		3,647		668		1,900		899		848		1,747		3,647

		10期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		366		211		120		150		176		190		262		263		277		302		236		212		2,765		516		1,213		802		750		1,552		2,765

				中止率 チュウシ リツ		50.0%		27.5%		42.6%		18.9%		25.7%		22.8%		13.0%		8.0%		11.2%		23.4%		2.1%		0.5%		24.2%		22.8%		36.2%		10.8%		11.6%		11.2%		24.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		13,443		14,620		13,328		13,725		12,841		12,082		13,239		16,235		10,520		12,194		11,212		10,274		153,713		38,648		80,039		39,994		33,680		73,674		153,713

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		10,013		10,704		9,676		8,244		8,574		8,516		8,781		9,739		7,110		8,646		7,335		6,548		103,886		25,334		55,727		25,630		22,529		48,159		103,886

				中止率 チュウシ リツ		25.5%		26.8%		27.4%		39.9%		33.2%		29.5%		33.7%		40.0%		32.4%		29.1%		34.6%		36.3%		32.4%		34.4%		30.4%		35.9%		33.1%		34.6%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		33,696		40,517		28,002		15,744		16,658		21,305		24,705		21,780		19,168		26,721		17,093		14,821		102,215		53,707		155,922		65,653		58,635		124,288		280,210

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		30,506		32,063		30,612		29,905		28,100		30,471		26,295		32,807		27,604		27,250		32,063		26,224		93,181		88,476		181,657		86,706		85,537		172,243		353,900

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		3,190		8,454		▲ 2,610		▲ 14,161		▲ 11,442		▲ 9,166		▲ 1,590		▲ 11,027		▲ 8,436		▲ 529		▲ 14,970		▲ 11,403		9,034		▲ 34,769		▲ 25,735		▲ 21,053		▲ 26,902		▲ 47,955		▲ 73,690

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,189,517		-		-		2,208,724		-		-		2,233,470		-		-		2,260,164		2,189,517		2,208,724		2,208,724		2,233,470		2,260,164		2,260,164		2,260,164

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		-		-		2,094,226		-		-		2,107,951		-		-		2,129,816		-		-		2,161,312		2,094,226		2,107,951		2,107,951		2,129,816		2,161,312		2,161,312		2,161,312

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		4,134		5,458		3,822		3,183		1,707		2,889		1,344		1,821		3,743		277		239				13,414		7,779		21,194		6,908		516		7,424		28,618

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		453		560		406		397		401		435		95		112		89		204		90				1,419		1,233		2,652		296		294		590		3,242

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		10.97%		10.26%		10.61%		12.47%		23.48%		15.07%		7.07%		6.15%		2.37%		73.75%		37.66%		ERROR:#DIV/0!		10.58%		15.85%		12.51%		4.28%		57.02%		7.94%		11.33%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		54,066		60,479		43,946		20,253		21,855		31,525		36,958		31,132		27,059		41,302		28,748				158,491		73,633		232,124		95,149		70,050		165,199		397,323

				FP(婚活・メンズ)（千円） コンカツ センエン		1,421		1,908		931		297		279		324		247		58		0		45		0				5,511		900		5,161		305		45		350		5,511

				営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 15,642		▲ 10,190		▲ 5,789		▲ 38,915		▲ 38,858		▲ 32,837		▲ 26,689		▲ 24,065		▲ 36,738		▲ 20,764		▲ 31,109				▲ 31,621		▲ 110,610		▲ 142,231		▲ 87,492		▲ 51,873		▲ 139,364		▲ 281,595

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,053,448		2,043,272		2,033,350		1,993,334		1,955,977		1,921,560		1,894,037		1,869,886		1,818,001		1,797,245		1,766,148				2,033,350		1,921,560		1,921,560		1,818,001		0		0		0

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		110.12		109.58		109.04		106.90		104.90		103.05		101.57		100.28		97.50		96.38		94.72		0.00		109.04		103.05		103.05		97.50		0.00		0.00		0.00

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		302		289		273		287		360		330		292		317		340		302		302		341		273		330		330		340		341		341		341

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		74		73		74		74		74		71		70		70		69		70		71		71		74		71		71		69		71		71		71

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		19/10		19/11		19/12		20/01		20/02		20/03		20/04		20/05		20/06		20/07		20/08		20/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2020年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		651		680		771		871		1,243		789		437		633		423		335		289		307		7,429		2,903		5,005		1,493		931		2,424		7,429

		9期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		422		521		538		575		594		217		373		458		238		221		208		193		4,558		1,386		2,867		1,069		622		1,691		4,558

				中止率 チュウシ リツ		35.2%		23.4%		30.2%		34.0%		52.2%		72.5%		14.6%		27.6%		43.7%		34.0%		28.0%		37.1%		38.6%		52.3%		42.7%		28.4%		33.2%		30.2%		38.6%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		19,099		19,452		18,222		17,687		19,879		19,493		17,615		15,572		10,772		14,837		16,502		13,321		202,451		57,059		113,832		43,959		44,660		88,619		202,451

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,954		16,323		15,372		14,729		16,141		14,511		3,438		3,460		7,342		9,769		10,973		9,906		136,918		45,381		92,030		14,240		30,648		44,888		136,918

				中止率 チュウシ リツ		21.7%		16.1%		15.6%		16.7%		18.8%		25.6%		80.5%		77.8%		31.8%		34.2%		33.5%		25.6%		32.4%		20.5%		19.2%		67.6%		31.4%		49.3%		32.4%

				参加者数（実績） サンカシャ スウ ジッセキ		77,097		97,866		89,183		78,947		86,494		44,900		6,442		12,344		22,824		34,118		28,897		33,112		264,146		210,341		474,487		41,610		96,127		137,737		612,224

				参加者数（予算） サンカシャ スウ ヨサン		88,712		100,568		90,299		104,521		117,263		102,228		100,957		138,119		101,052		121,913		131,027		114,064		279,579		324,012		603,591		340,128		367,004		707,132		1,310,723

				参加者数（差分） サンカシャ スウ サブン		▲ 11,615		▲ 2,702		▲ 1,116		▲ 25,574		▲ 30,769		▲ 57,328		▲ 94,515		▲ 125,775		▲ 78,228		▲ 87,795		▲ 102,130		▲ 80,952		▲ 15,433		▲ 113,671		▲ 129,104		▲ 298,518		▲ 270,877		▲ 569,395		▲ 698,499

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,830,732		1,857,290		1,878,517		1,906,751		1,931,751		1,943,423		1,946,532		1,950,412		2,022,123		-		-		2,155,511		1,878,517		1,943,423		1,943,423		2,022,123		2,155,511		2,155,511		2,155,511

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,906,547		1,934,342		1,958,056		1,988,738		2,015,085		2,026,911		2,030,353		2,034,889		2,038,363		-		-		2,064,292		1,958,056		2,026,911		2,026,911		2,038,363		2,064,292		2,064,292		2,064,292

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		22,172		23,041		22,779		17,634		20,466		7,784		6,151		9,212		10,242		8,330		7,957		5,244		67,991		45,884		113,876		25,605		21,532		47,136		161,012

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		11,091		11,497		9,628		8,618		9,186		1,863		1,812		1,265		1,840		1,672		389		609		32,216		19,666		51,883		4,917		2,670		7,587		59,470

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.02%		49.90%		42.27%		48.87%		44.88%		23.93%		29.46%		13.74%		17.97%		20.07%		4.89%		11.61%		47.38%		42.86%		45.56%		19.21%		12.40%		16.10%		36.94%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		134,496		154,041		143,918		126,693		142,178		96,568		11,372		2,442		22,646		39,880		39,983		47,652		432,455		365,439		797,893		36,460		127,516		163,975		961,869

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		4,703		4,527		3,384		2,104		1,894		1,188		103		30		405		600		752		750		20,439		5,185		17,799		538		2,102		2,640		20,439

				営業利益 エイギョウ リエキ		46,023		68,478		56,940		24,881		48,293		37,299		▲ 58,092		▲ 61,705		▲ 35,284		▲ 28,864		▲ 24,404		▲ 23,109		171,441		110,472		281,913		▲ 155,081		▲ 76,377		▲ 231,458		50,455

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		24.07%		32.11%		28.57%		14.20%		24.52%		27.79%		-		-		-		-		-		-		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		2,108,832		2,177,748		2,173,382		2,198,270		2,246,909		2,243,106		2,185,046		2,122,365		2,148,853		2,120,005		2,095,619		2,068,730		2,173,382		2,243,106		2,243,106		2,148,853		2,068,730		2,068,730		2,068,730

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		113.09		116.79		116.55		117.89		120.50		120.29		117.18		113.82		115.24		113.69		112.38		110.94		116.55		120.29		120.29		115.24		110.94		110.94		110.94

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		518		393		407		382		239		174		257		304		298		219		293		355		407		174		174		298		355		355		355

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		76		78		77		80		75		75		75		75		74		75		72		73		77		75		75		74		73		73		73

																								※会員数については、Tableauの仕様変更により四半期でしか集計できなくなったため、月次は記載していない。 カイイン スウ シヨウ ヘンコウ シハンキ シュウケイ ゲツジ キサイ

				項目 コウモク		18/10		18/11		18/12		19/01		19/02		19/03		19/04		19/05		19/06		19/07		19/08		19/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2019年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		1,060		1,033		927		869		899		1,031		890		874		829		748		642		636		3,020		2,799		5,819		2,593		2,026		4,619		10,438

		8期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		649		650		623		608		684		774		697		665		635		557		463		435		1,922		2,066		3,988		1,997		1,455		3,452		7,440

				中止率 チュウシ リツ		38.8%		37.1%		32.8%		30.0%		23.9%		24.9%		21.7%		23.9%		23.4%		25.5%		27.9%		31.6%		36.4%		26.2%		31.5%		23.0%		28.2%		25.3%		28.7%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		17,866		19,009		20,681		19,557		19,201		22,747		19,164		20,576		19,081		18,097		20,786		20,458		57,556		61,505		119,061		58,821		59,341		118,162		237,223

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		14,389		15,571		17,013		15,111		15,258		18,013		15,807		17,015		16,057		15,112		17,293		16,491		46,973		48,382		95,355		48,879		48,896		97,775		193,130

				中止率 チュウシ リツ		19.5%		18.1%		17.7%		22.7%		20.5%		20.8%		17.5%		17.3%		15.8%		16.5%		16.8%		19.4%		18.4%		21.3%		19.9%		16.9%		17.6%		17.3%		18.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		102,418		116,769		122,706		92,864		91,925		101,709		91,505		102,187		99,368		94,760		104,967		92,635		341,893		286,498		628,391		293,060		292,362		585,422		1,213,813

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,488,422		1,521,319		1,551,466		1,581,842		1,607,699		1,634,802		1,662,902		1,692,787		1,719,866		1,749,438		1,779,204		1,805,077		1,551,466		1,634,802		1,634,802		1,719,866		1,805,077		1,805,077		1,805,077

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,553,992		1,588,476		1,619,436		1,651,115		1,677,913		1,706,004		1,734,796		1,765,258		1,792,630		1,822,454		1,852,811		1,879,686		1,619,436		1,706,004		1,706,004		1,792,630		1,879,686		1,879,686		1,879,686

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		50,080		58,474		39,430		28,807		23,369		35,770		21,776		22,508		23,708		18,684		17,903		18,818		147,985		87,946		235,931		67,991		55,405		123,396		359,326

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		25,089		28,124		25,788		19,307		16,012		18,505		13,103		13,667		12,264		10,296		10,398		9,320		79,001		53,824		132,825		39,034		30,014		69,048		201,873

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		50.10%		48.10%		65.40%		67.02%		68.52%		51.73%		60.17%		60.72%		51.73%		55.10%		58.08%		49.53%		53.38%		61.20%		56.30%		57.41%		54.17%		55.96%		56.18%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		163,718		160,444		171,045		159,715		148,613		168,562		144,857		157,854		158,586		154,654		177,439		159,160		495,207		476,890		972,096		461,296		491,253		952,549		1,924,646

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		17,911		12,389		7,650		5,750		8,063		7,889		6,029		6,884		7,121		8,377		11,756		8,805		37,950		21,702		59,652		20,034		28,938		48,972		108,623

				営業利益 エイギョウ リエキ		83,555		69,005		107,617		83,177		62,105		104,758		70,368		80,253		91,446		81,884		97,354		91,437		260,177		250,040		510,217		242,068		270,675		512,743		1,022,959

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		33.81%		27.59%		41.26%		37.20%		29.98%		43.14%		35.05%		36.92%		42.40%		39.63%		41.64%		43.09%		34.32%		37.10%		35.62%		38.35%		41.48%		39.93%		37.73%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,513,639		1,588,124		1,681,820		1,671,841		1,733,931		1,838,394		1,813,161		1,893,405		1,984,882		1,980,050		2,077,418		2,062,802		1,681,820		1,838,394		1,838,394		1,984,882		2,062,802		2,062,802		2,062,802

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		81.17		85.17		90.19		89.66		92.99		98.59		97.24		101.54		106.45		106.19		111.41		110.62		90.19		98.59		98.59		106.45		110.62		110.62		110.62

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		906		1,440		1,281		1,251		1,089		1,107		954		759		735		839		474		544		1,281		1,107		1,107		735		544		544		544

				月末人員数 ゲツマツ ジンイン スウ		83		85		83		83		84		81		80		77		77		74		72		72		83		81		81		77		72		72		72



				項目 コウモク		17/10		17/11		17/12		18/01		18/02		18/03		18/04		18/05		18/06		18/07		18/08		18/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2018年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		723		609		629		587		729		784		756		663		767		903		1,058		1,099		1,961		2,100		4,061		2,186		3,060		5,246		9,307

		7期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		350		359		350		335		398		429		402		397		454		546		731		723		1,059		1,162		2,221		1,253		2,000		3,253		5,474

				中止率 チュウシ リツ		51.6%		41.1%		44.4%		42.9%		45.4%		45.3%		46.8%		40.1%		40.8%		39.5%		30.9%		34.2%		46.0%		44.7%		45.3%		42.7%		34.6%		38.0%		41.2%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		10,945		11,544		11,846		12,630		13,342		15,397		15,718		16,050		15,569		16,886		16,273		19,856		34,335		41,369		75,704		47,337		53,015		100,352		176,056

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		9,479		10,143		10,319		10,909		11,113		12,583		12,743		13,130		12,577		13,313		13,115		15,633		29,941		34,605		64,546		38,450		42,061		80,511		145,057

				中止率 チュウシ リツ		13.4%		12.1%		12.9%		13.6%		16.7%		18.3%		18.9%		18.2%		19.2%		21.2%		19.4%		21.3%		12.8%		16.4%		14.7%		18.8%		20.7%		19.8%		17.6%

				参加者数 サンカシャ スウ		78,854		93,449		95,270		86,092		84,295		92,000		96,863		101,251		102,429		107,351		108,732		115,385		267,573		262,387		529,960		300,543		331,468		632,011		1,161,971

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		1,097,865		1,130,739		1,156,806		1,185,204		1,214,530		1,245,672		1,281,790		1,319,068		1,351,221		1,385,990		1,422,380		1,455,429		1,156,806		1,245,672		1,245,672		1,351,221		1,351,221		1,455,429		1,455,429

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		1,132,177		1,165,576		1,192,068		1,221,075		1,253,745		1,288,560		1,328,370		1,367,604		1,402,161		1,439,591		1,479,346		1,516,454		1,192,068		1,288,560		1,288,560		1,402,161		1,516,454		1,516,454		1,516,454

				自社売上高（千円） ジシャ ウリアゲ ダカ センエン		32,892		35,719		25,877		30,851		40,998		23,492		64,164		77,667		36,378		71,190		60,642		43,373		94,487		95,341		189,828		178,209		175,205		353,414		543,242

				自社_売上原価（千円） ジシャ ウリアゲ ゲンカ センエン		17,631		15,715		23,514		18,030		20,269		22,072		30,809		33,623		34,507		37,245		30,066		36,761		56,860		60,371		117,231		98,940		104,072		203,012		320,243

				自社_売上原価率 ジシャ ウリアゲ ゲンカ リツ		53.60%		44.00%		90.87%		58.44%		49.44%		93.95%		48.02%		43.29%		94.86%		52.32%		49.58%		84.75%		60.18%		63.32%		61.76%		55.52%		59.40%		57.44%		58.95%

				他社売上高（千円） タシャ ウリアゲ ダカ センエン		112,357		127,270		121,975		113,040		113,324		127,664		131,037		132,321		135,117		139,320		143,149		158,241		361,602		354,028		715,630		398,475		440,710		839,184		1,554,815

				婚活FP（千円） コンカツ センエン		-		-		-		-		-		-		705		1,772		4,635		8,968		15,533		13,662		-		-		-		7,112		38,163		45,275		45,275

				営業利益 エイギョウ リエキ		33,866		59,368		43,948		31,385		39,018		73,381		63,437		81,140		71,486		80,092		80,480		77,781		137,182		143,784		280,966		216,063		238,353		454,415		735,381

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		17.01%		27.96%		20.88%		16.13%		18.65%		31.10%		27.12%		32.18%		29.78%		31.53%		31.31%		28.69%		22.06%		22.48%		22.27%		29.74%		30.47%		30.13%		28.69%

				純資産額（千円） ジュンシサン ガク センエン		1,254,508		1,313,330		1,309,483		1,340,850		1,380,025		1,398,192		1,461,544		1,501,384		1,449,911		1,364,323		1,444,770		1,430,216		1,309,483		1,398,192		1,398,192		1,449,911		1,430,216		1,430,216		1,430,216

				期末平均株式数(株) キマツ ヘイキン カブシキスウ カブ		19,061,790		19,061,790		19,061,771		19,061,740		19,061,722		19,061,709		19,061,682		19,059,987		18,923,856		18,712,935		18,646,896		18,646,896		19,061,771		19,061,709		19,061,709		18,923,856		18,923,856		18,646,896		18,646,896

				１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン		65.81		68.90		68.70		70.34		72.40		73.35		76.67		78.77		76.62		72.91		77.48		76.70		68.70		73.35		73.35		76.62		76.62		76.70		76.70

				月末終値 ゲツマツ オワリネ		2,134		6,400		2,796		3,580		2,982		3,405		2,833		3,420		3,165		3,690		5,140		5,730		2,796		3,405		3,405		3,165		5,730		5,730		5,730

				項目 コウモク		16/10		16/11		16/12		17/01		17/02		17/03		17/04		17/05		17/06		17/07		17/08		17/09		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		1Y

		2017年度 ネンド		自社掲載数 ジシャ ケイサイ スウ		707		692		728		796		812		823		814		927		910		1,087		1,018		974		2,127		2,431		4,558		2,651		3,079		5,730		10,288

		6期 キ		自社開催数 ジシャ カイサイ スウ		644		563		577		583		601		593		543		579		572		715		602		631		1,784		1,777		3,561		1,694		1,948		3,642		7,203

				中止率 チュウシ リツ		8.9%		18.6%		20.7%		26.8%		26.0%		27.9%		33.3%		37.5%		37.1%		34.2%		40.9%		35.2%		16.1%		26.9%		21.9%		36.1%		36.7%		36.4%		30.0%

				他社掲載数 タシャ ケイサイ スウ		6,087		6,020		6,391		6,335		5,578		6,607		6,485		7,321		6,868		9,480		9,459		10,325		18,498		18,520		37,018		20,674		29,264		49,938		86,956

				他社開催数 タシャ カイサイ スウ		5,774		5,250		5,541		5,553		4,924		5,771		5,720		6,477		6,041		8,190		8,067		8,859		16,565		16,248		32,813		18,238		25,116		43,354		76,167

				中止率 チュウシ リツ		5.1%		12.8%		13.3%		12.3%		11.7%		12.7%		11.8%		11.5%		12.0%		13.6%		14.7%		14.2%		10.4%		12.3%		11.4%		11.8%		14.2%		13.2%		12.4%

				参加者数 サンカシャ スウ		68,481		68,222		77,414		70,035		66,922		71,551		77,077		84,892		76,506		94,604		80,713		85,367		214,117		208,508		422,625		238,475		260,684		499,159		921,784

				MJアクティブ会員数 カイインスウ		761,393		789,222		816,317		846,673		871,136		897,787		926,508		957,980		983,926		1,012,123		1,040,636		1,068,966		816,317		897,787		897,787		983,926		983,926		1,068,966		1,068,966

				LB IDアクティブ会員数 カイインスウ		778,434		808,060		836,717		868,736		895,061		923,687		954,006		987,015		1,014,395		1,044,208		1,074,082		1,102,904		836,717		923,687		923,687		1,014,395		1,102,904		1,102,904		1,102,904





9期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2020年9月期 第１四半期  至 2020年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		部門		1001		役員		～		0000		共通部門

		整理仕訳の集計条件		日常仕訳にまとめて集計する

		単位設定		(単位：円)										単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2020年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2020年9月期 第４四半期実績金額(発生)		2020年9月期 通期 ツウキ		2020年9月期 通期 ツウキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		33,031,221		16,683,266		17,886,005		6,581,716		74,182,208		74,182

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		448,134,671		379,311,234		43,577,216		133,338,214		1,004,361,335		1,004,361

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		6,681,755		5,026,100		205,138		1,144,805		13,057,798		13,058

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		41,961,000		36,489,000		3,490,000		4,989,200		86,929,200		86,929

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		29,632,703		30,494,307		7,813,944		15,107,790		83,048,744		83,049

		42080		売上高-賃貸収入		70,547		82,183		9,455		0		162,185		162

		42090		売上高-有料掲載		170,000		165,000		0		0		335,000		335

		42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,804,329		-7,364		0		0		6,796,965		6,797

		42120		売上高-恋学		5,679,334		6,381,003		5,005,900		3,701,718		20,767,955		20,768

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		45,972,561		45,823,227		40,952,442		44,162,497		176,910,727		176,911

		42140		売上高-その他		674,876		928,328		1,354,990		1,209,873		4,168,067		4,168

		42150		売上高-自社返金		-1,476,827		-1,285,640		-94,980		-157,935		-3,015,382		-3,015

		42160		売上高-FC返金		-15,680,086		-13,872,741		-7,117,103		-5,822,215		-42,492,145		-42,492

		43000		売上高-開発受託・保守		2,068,750		225,000		95,000		106,750		2,495,500		2,496

				純売上高		603,724,834		506,442,903		113,178,007		204,362,413		1,427,708,157		1,427,708

		51030		仕入高		22,971,644		12,912,866		571,218		719,529		37,175,257		37,175

				当期製品製造原価		22,235,493		18,734,862		16,121,643		14,385,211		71,477,209		71,477

				売上原価		45,207,137		31,647,728		16,692,861		15,104,740		108,652,466		108,652

				売上総利益		558,517,697		474,795,175		96,485,146		189,257,673		1,319,055,691		1,319,056

		61010		広告宣伝費		73,837,875		69,312,499		6,390,668		7,405,818		156,946,860		156,947

		61020		販売促進費		18,599,975		14,999,928		1,006,885		4,239,414		38,846,202		38,846

		61030		役員報酬		26,770,000		29,790,000		29,790,000		29,790,000		116,140,000		116,140

		61040		給与手当		91,886,340		91,890,467		91,043,100		90,538,847		365,358,754		365,359

		61050		通勤交通費		3,515,477		3,432,818		315,069		185,211		7,448,575		7,449

		61060		賞与引当金繰入		10,604,249		7,863,418		9,624,651		-9,605,818		18,486,500		18,487

		61070		賞与		0		0		0		18,005,400		18,005,400		18,005

		61110		法定福利費		16,286,592		16,305,447		16,283,413		15,689,768		64,565,220		64,565

		61120		福利厚生費		1,855,223		1,107,675		1,086,723		728,393		4,778,014		4,778

		61130		（有形）減価償却費		2,458,245		2,592,863		2,641,138		2,182,410		9,874,656		9,875

		61140		（無形）減価償却費		244,941		244,941		1,494,942		1,494,940		3,479,764		3,480

		61180		地代家賃		18,445,221		18,445,431		18,025,337		17,815,500		72,731,489		72,731

		61210		旅費交通費		1,086,489		1,422,698		96,104		259,847		2,865,138		2,865

		61220		通信費		2,045,662		2,073,008		2,263,520		2,044,665		8,426,855		8,427

		61230		運送費		61,828		44,446		234,725		37,705		378,704		379

		61240		交際接待費		431,267		246,451		0		45,500		723,218		723

		61250		会議費		37,892		21,026		0		3,177		62,095		62

		61260		支払手数料		4,532,408		2,338,551		1,688,837		1,976,512		10,536,308		10,536

		61270		決済手数料		32,643,375		26,151,583		4,075,226		11,300,790		74,170,974		74,171

		61280		業務委託費		16,953,362		16,195,099		22,662,885		19,633,721		75,445,067		75,445

		61290		システム関連委託費		18,319,955		22,311,791		22,105,872		21,745,561		84,483,179		84,483

		61300		支払報酬		5,610,009		11,601,858		5,701,465		7,263,552		30,176,884		30,177

		61310		採用費		15,651,377		4,223,358		3,095,336		7,086,068		30,056,139		30,056

		61320		教育費		84,755		642,820		8,182		15,000		750,757		751

		61330		調査費		110,367		135,316		146,886		127,766		520,335		520

		61340		リース料		362,178		362,178		362,178		258,692		1,345,226		1,345

		61360		水道光熱費		1,634,726		1,587,751		1,281,274		1,345,779		5,849,530		5,850

		61370		消耗品費		16,422,515		12,713,759		8,634,650		9,323,391		47,094,315		47,094

		61380		新聞図書費		89,432		36,938		57,880		90,263		274,513		275

		61390		事務用消耗品費		262,652		167,297		116,943		169,416		716,308		716

		61400		諸会費		367,576		86,574		253,455		75,000		782,605		783

		61410		寄付金		50,000		0		0		0		50,000		50

		61420		保険料		341,744		335,082		473,532		402,833		1,553,191		1,553

		61430		貸倒引当金繰入		1,018,196		0		-1,363		0		1,016,833		1,017

		61450		租税公課		4,607,350		5,554,934		557,850		3,884,414		14,604,548		14,605

		61460		雑費		-152,256		84,900		48,711		74,803		56,158		56

				販売費及び一般管理費計		387,076,997		364,322,905		251,566,074		265,634,338		1,268,600,314		1,268,600

				営業利益		171,440,700		110,472,270		-155,080,928		-76,376,665		50,455,377		50,455

		71010		受取利息		53,704		82,508		60,532		48,709		245,453		245

		71060		雑収入		706,407		311,000		2,000,000		6,000,000		9,017,407		9,017

				営業外収益		760,111		393,508		2,060,532		6,048,709		9,262,860		9,263

		76070		雑損失		0		0		400,000		0		400,000		400

				営業外費用		0		0		400,000		0		400,000		400

				経常利益		172,200,811		110,865,778		-153,420,396		-70,327,956		59,318,237		59,318

		81060		その他特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

				特別利益		0		0		0		6,522,163		6,522,163		6,522

		86030		固定資産除却損		0		0		599,593		0		599,593		600

		86060		減損損失		0		0		0		38,955,130		38,955,130		38,955

		86070		その他特別損失		0		0		0		4,070,811		4,070,811		4,071

				特別損失		0		0		599,593		43,025,941		43,625,534		43,626

				税引前当期純利益		172,200,811		110,865,778		-154,019,989		-106,831,734		22,214,866		22,215

		91010		法人税、住民税及び事業税		50,489,998		46,496,696		-71,569,123		-23,288,273		2,129,298		2,129

		91020		法人税等調整額		11,131,092		-5,367,772		11,814,748		-3,486,592		14,091,476		14,091

				法人税等		61,621,090		41,128,924		-59,754,375		-26,774,865		16,220,774		16,221

				当期純利益		110,579,721		69,736,854		-94,265,614		-80,056,869		5,994,092		5,994



						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		551,327,516		453,228,162		65,855,220		155,288,325		1,225,699,223

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		551,328		453,228		65,855		155,288		1,225,699





10期各QPL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年9月期 第１四半期  至 2021年9月期 第４四半期

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)

		コード		科目名		2021年9月期 第１四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第２四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第３四半期実績金額(発生)		2021年9月期 第４四半期実績金額(発生)

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		-648,699		1,020,369		236,233		585,789

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		164,241,871		78,085,524		98,035,218		97,001,062

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		1,200,000		487,863		771,537		589,200

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		12,808,500		5,598,500		5,104,000		5,866,000

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		14,173,090		6,808,665		6,691,394		-60,013

		42090		売上高-有料掲載		226,000		0		0		0

		42120		売上高-恋学		3,762,428		5,368,190		4,518,208		3,249,929

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		46,136,211		42,800,332		37,967,348		34,372,447

		42140		売上高-その他		0		21,288		60,000		5,200

		42150		売上高-自社返金		-109,770		-49,560		-19,804		-21,008

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		0		561,800		923,300		1,211,400

		42153		売上高-事業創造G		983,331		1,022,605		724,489		538,678

		42160		売上高-FC返金		-5,481,163		-4,453,571		-2,886,371		-2,525,256

		43000		売上高-開発受託・保守		124,500		102,000		110,000		170,500

				純売上高		237,416,299		137,374,005		152,235,552		140,983,928

		51030		仕入高		258,667		203,894		202,227		178,053

				当期製品製造原価		11,872,589		11,486,391		9,600,351		8,361,120

				売上原価		12,131,256		11,690,285		9,802,578		8,539,173

				売上総利益		225,285,043		125,683,720		142,432,974		132,444,755

		61010		広告宣伝費		14,821,898		11,477,451		14,552,229		18,533,986

		61020		販売促進費		5,422,164		1,619,573		306,308		45,092

		61030		役員報酬		29,870,000		15,480,000		15,480,000		15,480,000

		61040		給与手当		89,787,607		92,012,131		88,938,796		90,826,487

		61050		通勤交通費		0		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		8,923,800		7,314,000		8,748,235		8,613,000

		61110		法定福利費		15,323,040		15,319,348		15,091,874		14,921,323

		61120		福利厚生費		864,528		580,520		593,750		690,329

		61130		（有形）減価償却費		459,536		396,764		576,239		556,402

		61140		（無形）減価償却費		1,479,110		1,447,443		1,447,443		1,447,435

		61180		地代家賃		17,818,050		18,906,863		6,251,729		3,285,879

		61210		旅費交通費		470,063		381,563		199,173		155,086

		61220		通信費		1,134,900		1,281,264		1,454,035		1,286,852

		61230		運送費		86,383		135,027		33,841		20,657

		61240		交際接待費		81,042		10,900		53,495		0

		61250		会議費		2,130		0		1,446		0

		61260		支払手数料		3,361,650		1,727,752		2,738,952		1,374,788

		61270		決済手数料		12,589,664		5,928,063		7,079,979		6,649,284

		61280		業務委託費		24,263,487		18,925,069		24,293,383		23,672,632

		61290		システム関連委託費		17,828,372		17,406,440		19,147,323		19,918,722

		61300		支払報酬		7,258,298		6,311,360		10,420,182		6,685,825

		61310		採用費		1,679,959		2,337,499		857,499		557,499

		61320		教育費		188,182		40,496		52,728		8,182

		61330		調査費		206,002		55,035		77,850		97,490

		61340		リース料		243,452		99,653		52,680		52,680

		61360		水道光熱費		1,339,067		1,306,857		355,375		169,794

		61370		消耗品費		13,800,310		11,160,071		9,581,286		9,508,116

		61380		新聞図書費		6,082		0		46,590		97,782

		61390		事務用消耗品費		126,291		128,940		58,625		38,026

		61400		諸会費		332,000		155,000		265,728		75,000

		61410		寄付金		0		0		0		0

		61420		保険料		329,308		330,228		434,338		270,875

		61450		租税公課		2,063,084		1,156,100		760,100		3,439,643

		61460		雑費		-15,253,337		296,650		-26,814		3,188

				販売費及び一般管理費計		256,906,122		233,728,060		229,924,397		228,482,054

				営業利益		-31,621,079		-108,044,340		-87,491,423		-96,037,299

						1,000		1,000		1,000		1,000		1,000

				MJ売上（単位：円） ウリアゲ タンイ エン		186,534,329		87,599,790		108,042,207		101,606,274		483,782,600

				MJ売上（単位：千円） ウリアゲ タンイ セ		186,534		87,600		108,042		101,606		483,783





10期通期PL実績

		メニュー名		科目別推移表

		集計期間		自 2021年  9月  1日  至 2021年  9月 30日

		会社名		株式会社リンクバル

		税処理		税抜

		単位設定		(単位：円)				単位：円 タンイ エン		単位：千円 タンイ セ

		コード		科目名		2021年  9月
単月実績 タンゲツ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ		2021年  9月
通期実績 ツウキ ジッセキ

		42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		2,378		1,193,692		1,194

		42020		売上高-街ｺﾝFC開催		25,021,713		437,363,675		437,364				26,644,773

		42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		146,700		3,048,600		3,049

		42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		2,005,500		29,377,000		29,377

		42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		-13,109		27,613,136		27,613

		42090		売上高-有料掲載		0		226,000		226

		42120		売上高-恋学		1,012,790		16,898,755		16,899

		42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		10,988,119		161,276,338		161,276

		42140		売上高-その他		2,600		86,488		86

		42150		売上高-自社返金		0		-200,142		-200

		42151		売上高-5minGlobal		0		0		0

		42152		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所		481,200		2,696,500		2,697

		42153		売上高-事業創造G		187,491		3,269,103		3,269

		42160		売上高-FC返金		-593,409		-15,346,361		-15,346

		43000		売上高-開発受託・保守		75,000		507,000		507

				純売上高		39,316,973		668,009,784		668,010

		51030		仕入高		65,566		842,841		843

				当期製品製造原価		2,615,770		41,320,451		41,320

				売上原価		2,681,336		42,163,292		42,163

				売上総利益		36,635,637		625,846,492		625,846

		61010		広告宣伝費		8,025,550		59,385,564		59,386

		61020		販売促進費		0		7,393,137		7,393

		61030		役員報酬		5,160,000		76,310,000		76,310

		61040		給与手当		30,400,376		361,565,021		361,565

		61050		通勤交通費		0		0		0

		61060		賞与引当金繰入		2,674,000		33,599,035		33,599

		61110		法定福利費		4,761,421		60,655,585		60,656

		61120		福利厚生費		240,509		2,729,127		2,729

		61130		（有形）減価償却費		182,434		1,988,941		1,989

		61140		（無形）減価償却費		482,473		5,821,431		5,821

		61180		地代家賃		1,095,293		46,262,521		46,263

		61210		旅費交通費		42,407		1,205,885		1,206

		61220		通信費		425,175		5,157,051		5,157

		61230		運送費		3,968		275,908		276

		61240		交際接待費		0		145,437		145

		61250		会議費		0		3,576		4

		61260		支払手数料		323,343		9,203,142		9,203

		61270		決済手数料		1,728,497		32,246,990		32,247

		61280		業務委託費		11,914,189		91,154,571		91,155

		61290		システム関連委託費		6,161,540		74,300,857		74,301

		61300		支払報酬		2,092,000		30,675,665		30,676

		61310		採用費		185,833		5,432,456		5,432

		61320		教育費		0		289,588		290

		61330		調査費		34,115		436,377		436

		61340		リース料		17,560		448,465		448

		61360		水道光熱費		64,566		3,171,093		3,171

		61370		消耗品費		3,082,482		44,049,783		44,050

		61380		新聞図書費		3,600		150,454		150

		61390		事務用消耗品費		9,600		351,882		352

		61400		諸会費		25,000		827,728		828

		61410		寄付金		0		0		0

		61420		保険料		105,624		1,364,749		1,365

		61450		租税公課		1,557,411		7,418,927		7,419

		61460		雑費		1,064		-14,980,313		-14,980

				販売費及び一般管理費計		80,800,030		949,040,633		949,041

				営業利益		-44,164,393		-323,194,141		-323,194





2期分通期実績

																								サマリ								プロダクト別 ベツ

																						3区分 クブン						単位：千円 タンイ セ										単位：千円 タンイ セ

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				9期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42010		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182				MJ		売上高-街ｺﾝ自社開催		74,182		1,194						純売上高		1,427,708		668,010				純売上高		1,427,708		1,225,699		202,009

				42020		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361				MJ		売上高-街ｺﾝFC開催		1,004,361		437,364						　MJ		1,225,699		483,783		(741,917)		売上原価		108,652

				42030		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058				MJ		売上高-手数料収入街ｺﾝ		13,058		3,049						　CL		176,911		161,276		(15,634)		売上総利益		1,319,056

				42050		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929				MJ		売上高-街ｺﾝ他社広告		86,929		29,377						　他 ホカ		25,098		22,951		(2,147)		販売費及び一般管理費計		1,268,600

				42060		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049				MJ		売上高-街ｺﾝ不課税売上高		83,049		27,613						売上原価		108,652		42,163				営業利益		50,455

				42080		売上高-賃貸収入		162				MJ		売上高-有料掲載		7,132		226						売上総利益		1,319,056		625,846

				42090		売上高-有料掲載		335				メディア		売上高-恋学		20,768		16,899		(3,869)				販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

				42100		売上高-広告ﾌﾟﾛﾓ街ｺﾝ		6,797				CL		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911		161,276						営業利益		50,455		(323,194)										単位：千円 タンイ セ

				42120		売上高-恋学		20,768				他 ホカ		売上高-その他		4,330		86														10期 キ		合計 ゴウケイ		MJ		その他 タ

				42130		売上高-ｶｯﾌﾟﾘﾝｸ		176,911				MJ		売上高-自社返金		(3,015)		(200)														純売上高		668,010		483,783		184,227

				42140		売上高-その他		4,168				海外 カイガイ		売上高-5minGlobal				0				2区分 クブン						単位：千円 タンイ セ				売上原価		42,163

				42150		売上高-自社返金		(3,015)				相談所 ソウダンジョ		売上高-ｵﾝﾗｲﾝ相談所				2,697						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ				売上総利益		625,846

				42160		売上高-FC返金		(42,492)				人材・ママ婚・Pairy ジンザイ コン		売上高-事業創造G				3,269						純売上高		1,427,708		668,010				販売費及び一般管理費計		949,041

				43000		売上高-開発受託・保守		2,496				MJ		売上高-FC返金		(42,492)		(15,346)						　MJ		1,225,699		483,783				営業利益		(323,194)

						純売上高		1,427,708				MJ		売上高-開発受託・保守		2,496		507						　他 ホカ		202,009		184,227

				51030		仕入高		37,175						純売上高		1,427,708		668,010						売上原価		108,652		42,163

						当期製品製造原価		71,477						仕入高		37,175		843						売上総利益		1,319,056		625,846

						売上原価		108,652						当期製品製造原価		71,477		41,320						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						売上総利益		1,319,056						売上原価		108,652		42,163						営業利益		50,455		(323,194)

				61010		広告宣伝費		156,947						売上総利益		1,319,056		625,846

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157

				61230		運送費		379						運送費		379		276

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145

				61250		会議費		62						会議費		62		4

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432

				61320		教育費		751						教育費		751		290

				61330		調査費		520						調査費		520		436

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





作業１

												広告宣伝費		●		2,838		8,730		5,892		広告宣伝費		●		0		0		0

				直接販管費 チョ		間接販管費 カン		合計 ゴウケイ				販売促進費				1,474		375		-1,099		販売促進費		●		0		0		0

		10期10月 キ ガツ		43,840		42,809		86,649				役員報酬				0		0		0		役員報酬				9,930		5,160		(4,770)

		11期10月 キ ガツ		51,024		35,397		86,421				給与手当		人事		18,586		19,725		1,139		給与手当				11,102		11,495		393

												賞与引当金繰入		人事		2,393		2,262		-131		賞与引当金繰入				1,050		849		(201)

												法定福利費		人事		347		3,152		2,805		法定福利費				4,583		2,054		(2,529)

												福利厚生費				25		0		-25		福利厚生費		総務		154		266		112

												（有形）減価償却費				0		0		0		（有形）減価償却費				153		161		8

												（無形）減価償却費				416		0		-416		（無形）減価償却費				82		57		(25)

												地代家賃				0		0		0		地代家賃				5,939		1,326		(4,613)

												旅費交通費				91		30		-61		旅費交通費				62		0		(62)

												通信費				13		36		23		通信費				635		501		(134)

												運送費				0		0		0		運送費				14		15		1

												交際接待費				0		0		0		交際接待費				0		320		320

												会議費				0		6		6		会議費				0		0		0

												支払手数料				0		14		14		支払手数料				557		797		240

												決済手数料				4,566		2,892		-1,674		決済手数料				0		0		0

												業務委託費				7,408		8,873		1,465		業務委託費		●		1,818		5,830		4,012

												システム関連委託費				4,016		2,394		-1,622		システム関連委託費		●		1,847		1,000		(847)

												支払報酬				151		500		349		支払報酬				1,793		1,960		167

												採用費				0		0		0		採用費		人事		118		980		862

												教育費				0		0		0		教育費				8		45		37

												調査費				0		0		0		調査費				51		15		(36)

												リース料				0		0		0		リース料				113		65		(48)

												水道光熱費				0		0		0		水道光熱費				448		60		(388)

												消耗品費				1,462		2,025		563		消耗品費		●		1,164		1,706		542

												新聞図書費				0		10		10		新聞図書費				5		34		29

												事務用消耗品費				0		0		0		事務用消耗品費				35		38		3

												諸会費				0		0		0		諸会費				82		82		0

												保険料				0		0		0		保険料				110		119		9

												租税公課				46		0		-46		租税公課				940		462		(478)

												雑費				0		0		0		雑費				16		0		(16)

												（直接）
販売費及び一般管理費計		●		43,833		51,024		7,191		（間接）
販売費及び一般管理費計		計算		42,809		35,397		(7,412)

												配賦前営業利益		●		27,184		-14,033		-41,217

												（間接）
販売費及び一般管理費計		自動		15,781		35,397		19,616

												配賦後営業利益		自動		11,403		-49,430		-60,833





















































★過去売上利益推移

		全社推移 ゼンシャ スイイ

																						単位：千円 タンイ セ

								9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				603,725		506,443		113,178		204,362		237,416		137,374		152,236		140,984

				営業利益 エイギョウ リエキ				171,441		110,472		(155,081)		(76,377)		(31,621)		(108,044)		(87,491)		(96,037)



売上・営業利益推移



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	603724.83400000003	506442.90299999999	113178.007	204362.413	237416.299	137374.005	152235.552	140983.92800000001	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	171440.7	110472.27	-155080.92800000001	-76376.664999999994	-31621.079000000002	-108044.34	-87491.422999999995	-96037.298999999999	









★MJ推移（配賦前）

		MJ推移（配賦前） スイイ ハイフマエ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												125,496		35,420		54,844		41,748						配賦前営業利益　⇒9期が分からない ハイフマエ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								42,945		51,429		31,122		9,496		7,578		18,346		22,388		17,477		14,979		22,594		13,335		5,819		257,508

												125,496						35,420						54,844						41,748

														単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ				125,496		35,420		54,844		41,748





売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	125496	35420	54844	41748	







売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	10期	125496	35420	54844	41748	









★MJ推移 (配賦後)

		MJ推移（配賦後） スイイ ハイフ ゴ

																						単位：千円 タンイ セ

				街コンジャパン マチ				9期 キ								10期 キ

								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

				売上				551,328		453,228		65,855		155,288		186,534		87,600		108,042		101,606

				営業利益 エイギョウ リエキ												66,828		(21,474)		2,772		(10,226)						配賦後営業利益　⇒9期が分からない ハイフ ゴ エイギョウリエキ キ ワ

																												10期も9月実績が精緻でないため概算となる キ ガツジッセキ セイチ ガイサン

								10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ

								21,607		27,109		18,112		-8,888		-11,130		-1,456		2,744		941		-913		5,520		-4,115		-11,631		37,900

												66,828						-21,474						2,772						-10,226



売上・営業利益推移

（街コンジャパン）



売上	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	551327.51599999995	453228.16200000001	65855.22	155288.32500000001	186534.329	87599.79	108042.20699999999	101606.274	営業利益	１Q	２Q	３Q	４Q	１Q	２Q	３Q	４Q	9期	10期	66828	-21474	2772	-10226	









★サービス別概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年										2021/9期

								実績		期初予想		実績												売上 ウリアゲ		販管費 ハンカンヒ		配賦前営業利益 ハイフマエ エイギョウリエキ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				1,223		-		485		△60.3%						イベントECサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		85.7%		-		72.4%		△13.3pt								構成比(%) コウセイヒ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				204		-		184		△9.6%						WEBサイト運営サービス ウンエイ

						構成比(%) コウセイヒ		14.3%		-		27.6%		+13.3pt								構成比(%) コウセイヒ



								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				街コンジャパン マチ

						構成比(%) コウセイヒ

				カップリング

						構成比(%) コウセイヒ

				その他サービス タ

						構成比(%) コウセイヒ





★BS概要

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2020/9期 キ		2021/9期 キ		対前年 タイゼンネン

						流動資産 リュウドウシサン				2,160		1,876		△ 283

								現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,817		1,830		12

						固定資産 コテイシサン				109		65		△ 43

				資産合計 シサンゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

						流動負債 リュウドウ フサイ				183		110		△ 73

						固定負債 コテイフサイ				17		139		+122

				負債合計 フサイ ゴウケイ						200		250		+49

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ						2,068		1,692		△ 376

				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						2,269		1,942		△ 326

				自己資本比率 ジコシホン ヒリツ						91.2%		87.1%		△4.1pt





★PL概要

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年		対期初予想

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%		-



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%		-

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt		-

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-		-

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期		2021/9期				対前年

								実績		期初予想		実績

				売上高				1,427		-		670		53.1%



				売上総利益				1,319		-		627		52.4%

						売上比(%)		92.4%		-		93.7%		+1.3pt

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				50		-		△ 317		-

						売上比(%)		3.5%		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				59		-		△ 313		-

						売上比(%)		4.2%		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ ジュン				5		-		△ 376		-

						売上比(%)		0.4%		-		-		-





★PL概要 (Q毎)

																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								１Q				２Q				３Q				４Q				通期 ツウキ

								9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ		9期実績 キ ジッセキ		10期実績 キジッセキ						緊急事態宣言期間売上 キンキュウジタイセンゲン キカン ウリアゲ

				売上高				603		237		506		137		113		152		113		143		1,427		670						144

				売上総利益				558		225		474		125		96		142		96		134		1,319		627						緊急事態宣言なし売上 キンキュウ ジタイ センゲン ウリアゲ

						売上比(%)		92.5%		94.9%		93.8%		91.5%		85.3%		93.6%		85.3%		94.0%		92.4%		93.7%						237

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		△ 31		110		△ 108		△ 155		△ 87		△ 155		△ 90		50		△ 317

						売上比(%)		28.4%		-		21.8%		-		-		-		-		-		3.5%		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		△ 31		110		△ 104		△ 153		△ 87		△ 153		△ 90		59		△ 313

						売上比(%)		28.5%		-		21.9%		-		-		-		-		-		4.2%		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		△ 38		69		△ 109		△ 94		△ 103		△ 94		△ 125		5		△ 376

						売上比(%)		18.3%		-		13.8%		-		-		-		-		-		0.4%		-



																										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2020/9期 キ										2021/9期 キ

								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ

				売上高				603		506		113		113		1,427		237		137		137		143		670

				売上総利益				558		474		96		96		1,319		225		125		125		134		627

						売上比(%)		92.5%		93.8%		85.3%		85.3%		92.4%		94.9%		91.5%		91.5%		94.0%		93.7%

				営業利益又は営業損失（△） マタ エイギョウソンシツ				171		110		△ 155		△ 155		50		△ 31		△ 108		△ 108		△ 90		△ 317

						売上比(%)		28.4%		21.8%		-		-		3.5%		-		-		-		-		-

				経常利益又は経常損失（△） ケイジョウ				172		110		△ 153		△ 153		59		△ 31		△ 104		△ 104		△ 90		△ 313

						売上比(%)		28.5%		21.9%		-		-		4.2%		-		-		-		-		-

				当期純利益又は当期純損失（△） トウキ				110		69		△ 94		△ 94		5		△ 38		△ 109		△ 109		△ 125		△ 376

						売上比(%)		18.3%		13.8%		-		-		0.4%		-		-		-		-		-





★販管費削減

												単位：千円 タンイ セ

						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				②		通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				②		地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				②		水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				③		採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

						合計 ゴウケイ		1,268,600		945,364		(319,560)



												単位：千円 タンイ セ								9期⇒10期削減項目 キ キ サクゲン コウモク

						科目名		2020年9月期		2021年9月期		増減 ゾウゲン								合計 ゴウケイ		(160,779)

				①		広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		△ 97,561								販促費 ハンソクヒ		(31,453)

				②		移転関連 イテン カンレン		86,030		49,434		△ 36,596								役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		(39,830)

				③		採用費 サイヨウヒ		30,056		5,432		△ 24,624								福利厚生費		(2,049)

						その他 タ		995,568		834,789		△ 160,779								人件費 ジンケンヒ		(10,596)

						販売管理費計		1,268,600		949,041		△ 319,560								減価償却 ゲンカショウキャク		(5,544)

																				旅費交通費		(1,659)

																				通信費		(3,270)

																				運送費		(103)

																				交際接待費		(578)

																				会議費		(59)

																				支払手数料		(1,333)

																				決済手数料		(41,924)

																				業務委託費		15,710

																				システム関連委託費		(10,182)

																				支払報酬		499

																				教育費		(461)

																				調査費		(84)

																				リース料		(897)

																				消耗品費		(3,045)

																				新聞図書費		(124)

																				事務用消耗品費		(364)

																				諸会費		45

																				寄付金		(50)

																				保険料		(188)

																				貸倒引当金繰入		(1,017)

																				租税公課		(7,186)

																				雑費		(15,036)



販売管理費比較



2020年9月期	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	販売管理費計	156946.85999999999	86029.593999999997	30056.138999999999	995567.72100000014	1268600.3140000002	2021年9月期	広告宣伝費	移転関連	採用費	その他	販売管理費計	59385.563999999998	49433.614000000001	5432.4560000000001	834788.99900000007	949040.63300000003	









【参考】販管費9⇒10期比較

				コード		科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61020		販売促進費		38,846						広告宣伝費		156,947		59,386		(97,561)						科目名		9期通期実績 キ ツウキジッセキ		10期通期実績 キ ツウキジッセキ		増減 ゾウゲン

				61030		役員報酬		116,140						販売促進費		38,846		7,393		(31,453)						広告宣伝費 コウコクセンデンヒ		156,947		59,386		(97,561)		状況に即した広告投資 ジョウキョウ ソク コウコクトウシ

				61040		給与手当		365,359						役員報酬		116,140		76,310		(39,830)						販促費 ハンソクヒ		38,846		7,393		(31,453)

				61050		通勤交通費		7,449						給与手当		365,359		361,565		(3,794)						役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		116,140		76,310		(39,830)

				61060		賞与引当金繰入		18,487		36,492				通勤交通費		7,449		0		(7,449)						通勤交通費		7,449		0		(7,449)		リモートワークの推奨 スイショウ

				61070		賞与		18,005						賞与引当金繰入		36,492		33,599		(2,893)						人件費 ジンケンヒ		466,416		455,820		(10,596)

				61110		法定福利費		64,565						法定福利費		64,565		60,656		(3,910)						減価償却 ゲンカショウキャク		13,354		7,810		(5,544)		不採算事業の整理に伴い フサイサン ジギョウ セイリ トモナ

				61120		福利厚生費		4,778						福利厚生費		4,778		2,729		(2,049)						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61130		（有形）減価償却費		9,875						（有形）減価償却費		9,875		1,989		(7,886)						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)		本社移転に伴い ホンシャ イテン トモナ

				61140		（無形）減価償却費		3,480						（無形）減価償却費		3,480		5,821		2,342						採用費		30,056		5,432		(24,624)		積極的なリファラル採用 セッキョクテキ サイヨウ

				61180		地代家賃		72,731						地代家賃		72,731		46,263		(26,469)						その他 タ		360,811		287,456		(73,355)

				61210		旅費交通費		2,865						旅費交通費		2,865		1,206		(1,659)						合計 ゴウケイ		1,268,600		949,041		(319,560)

				61220		通信費		8,427						通信費		8,427		5,157		(3,270)

				61230		運送費		379						運送費		379		276		(103)

				61240		交際接待費		723						交際接待費		723		145		(578)

				61250		会議費		62						会議費		62		4		(59)

				61260		支払手数料		10,536						支払手数料		10,536		9,203		(1,333)

				61270		決済手数料		74,171						決済手数料		74,171		32,247		(41,924)

				61280		業務委託費		75,445						業務委託費		75,445		91,155		15,710

				61290		システム関連委託費		84,483						システム関連委託費		84,483		74,301		(10,182)

				61300		支払報酬		30,177						支払報酬		30,177		30,676		499

				61310		採用費		30,056						採用費		30,056		5,432		(24,624)

				61320		教育費		751						教育費		751		290		(461)

				61330		調査費		520						調査費		520		436		(84)

				61340		リース料		1,345						リース料		1,345		448		(897)

				61360		水道光熱費		5,850						水道光熱費		5,850		3,171		(2,678)

				61370		消耗品費		47,094						消耗品費		47,094		44,050		(3,045)

				61380		新聞図書費		275						新聞図書費		275		150		(124)

				61390		事務用消耗品費		716						事務用消耗品費		716		352		(364)

				61400		諸会費		783						諸会費		783		828		45

				61410		寄付金		50						寄付金		50		0		(50)

				61420		保険料		1,553						保険料		1,553		1,365		(188)

				61430		貸倒引当金繰入		1,017						貸倒引当金繰入		1,017				(1,017)

				61450		租税公課		14,605						租税公課		14,605		7,419		(7,186)

				61460		雑費		56						雑費		56		(14,980)		(15,036)

						販売費及び一般管理費計		1,268,600						販売費及び一般管理費計		1,268,600		949,041		(319,560)

						営業利益		50,455						営業利益		50,455		(323,194)		(373,650)

				71010		受取利息		245

				71060		雑収入		9,017

						営業外収益		9,263

				76070		雑損失		400

						営業外費用		400

						経常利益		59,318

				81060		その他特別利益		6,522

						特別利益		6,522

				86030		固定資産除却損		600

				86060		減損損失		38,955

				86070		その他特別損失		4,071

						特別損失		43,626

						税引前当期純利益		22,215

				91010		法人税、住民税及び事業税		2,129

				91020		法人税等調整額		14,091

						法人税等		16,221

						当期純利益		5,994





【参考】販管費10⇒11期比較

		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit#gid=1653422329



						AVE		103,309		79,781

						◆全社		11期合計		10期合計		差異		理由						10月 ガツ		11月 ガツ		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		合計 ゴウケイ		AVE

						合計		1,239,707		957,377		282,330						原価 ゲンカ		2,991		3,003		3,008		3,379		3,425		3,484		3,956		4,160		4,349		4,532		4,711		4,952		45,950		3,829

						広告宣伝費		205,160		60,720		144,440						直接販管費 チョ		51,024		65,341		53,989		59,993		59,785		61,958		71,547		72,595		106,202		76,363		77,985		80,887		837,669		69,806

						販売促進費		22,827		7,483		15,344						間接販管費 カン		35,397		34,165		36,053		35,144		30,628		30,997		38,118		32,119		32,595		32,227		32,624		31,971		402,038		33,503

						役員報酬		61,920		79,850		-17,930						販管費合計 ハンカンヒ ゴウケイ		86,421		99,506		90,042		95,137		90,413		92,955		109,665		104,714		138,797		108,590		110,609		112,858		1,239,707		103,309

						給与手当		412,202		362,415		49,787						コスト合計 ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						賞与引当金繰入		39,768		34,719		5,049

						法定福利費		68,412		55,266		13,146

						福利厚生費		4,429		3,002		1,427						MJ		75,260		87,526		77,288		80,399		74,158		75,238		89,246		82,117		114,176		82,425		81,511		80,117		999,461		83,288

						（有形）減価償却費		2,143		2,789		-646						その他（≒予算） タ ヨサン		14,152		14,983		15,762		18,117		19,680		21,201		24,375		26,757		28,970		30,697		33,809		37,693		286,196		23,850

						（無形）減価償却費		684		5,810		-5,126		ママ婚減損				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ		89,412		102,509		93,050		98,516		93,838		96,439		113,621		108,874		143,146		113,122		115,320		117,810		1,285,657		107,138

						地代家賃		15,912		47,690		-31,778		移転

						旅費交通費		1,904		1,330		574

						通信費		6,572		5,249		1,323		総務確認				マッチングサービス事業部（CL）		10,936		10,848		10,697		11,699		11,856		12,055		13,992		15,212		16,189		16,460		17,793		19,315

						運送費		180		328		-148						ブランド戦略室（海外）		0		15		41		122		250		539		1,231		1,975		2,658		3,300		4,651		6,364

						交際接待費		696		145		551						事業企画室（結婚相談所）		961		1,765		2,561		3,721		4,567		5,452		5,894		6,089		6,314		6,923		7,208		7,523

						会議費		78		24		54						コンテンツメディア事業部（メディア）		2,000		2,100		2,205		2,315		2,431		2,553		2,629		2,708		2,789		2,873		2,959		3,048

						支払手数料		9,106		9,552		-446						技術部（Pairy）		155		155		155		155		155		155		155		270		278		290		301		326

						決済手数料		63,337		34,530		28,807		売上増に比例				経営企画部（人材・ママ婚）		100		100		103		105		421		447		474		503		742		851		897		1,117

						業務委託費		183,092		89,384		93,708		人材サービス＋54,000千円、CL＋8,000千円など

						システム関連委託費		41,652		76,591		-34,939		業務委託費と入り繰り

						支払報酬		29,644		29,763		-119						CVR2.3%ロックした場合、MJに必要なSSはいくつか？ ヒツヨウ

						採用費		14,394		7,441		6,953		検討中				他サービスの累計で、年間を通じて月間ave23,850千円を叩き出せればOK ホカ ルイケイ ネンカン ツウ ゲッカン セ タタ ダ

						教育費		310		375		-65						MJ年明けの数字ダウンした場合のリスクヘッジ策は？ トシア スウジ バアイ サク

						調査費		180		408		-228						MJリアルイベント以外での収益をどうあげていくか？ イガイ シュウエキ

						リース料		720		655		65

						水道光熱費		720		3,390		-2,670		移転

						消耗品費		44,251		43,582		669

						新聞図書費		502		159		343

						事務用消耗品費		306		430		-124

						諸会費		855		844		11

						保険料		1,428		1,459		-31

						租税公課		6,223		6,977		-754

						雑費		100		-14,982		15,082		移転関連

												差異1,000千円以上を抜粋



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZukqwyklDcD_3TclNmIOv0FGwq7pMkhLt_G1OTRmfg/edit

★来期予算

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001

								営業利益 エイギョウリエキ

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286

								営業利益 エイギョウリエキ

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)				516		206%

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)				102		155%

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				617		192%

								営業利益 エイギョウリエキ		(317)		0		317
(-)				317		0%

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)

								営業利益又は
   営業損失（△） エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		△317		1		318
(-)				最終はこちらを採用し提出している サイシュウ サイヨウ テイシュツ

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021/9期		2022/9期		対期初予想
(増減率) ゾウゲンリツ

										実績		期初予想

				全体 ゼンタイ				売上 ウリアゲ		670		1,287		617
(192%)				伊藤案⇒こちらをPPTには記載している イトウ アン キサイ

								営業利益又は
   営業損失（△） エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		△317		50～△100		△267～△417
(-)

				イベントECサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		485		1,001		516
(206%)

				WEBサイト運営サービス ウンエイ				売上 ウリアゲ		184		286		102
(155%)
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Sheet2

				11期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ

				全社 ゼンシャ		1,287,107		1,241,157		837,669		403,488		402,038		1,450

				　イベントEC事業部（MJ）		1,000,911		1,000,911		406,494		594,417

				　マッチングサービス事業部（CL）		167,052		140,831		166,936		-26,105

				　ブランド戦略室（海外）		21,146		19,826		60,018		-40,192

				　事業企画室（結婚相談所）		58,978		56,466		57,609		-1,143

				　コンテンツメディア事業部（メディア）		30,610		22,957		31,660		-8,703

				　技術部（Pairy）		2,550		-5,694		10756		-16,450

				　経営企画部（人材・ママ婚）		5,860		5,860		104,196		-98,336

				10期 キ		売上 ウリアゲ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		直接販管費 チョ		配賦前利益 ハイフマエリエキ		間接販管費 カン		配賦後利益 ハイフゴ リエキ						売上 ウリアゲ

				全社 ゼンシャ		671,288		629,107		493,937		135,170		456,206		-321,036						615,819

				　MJ		485,509		481,452		221,176		260,276										515,402

				　Couplink		161,273		134,548		65,448		69,100										5,779

				　海外		177		-816		72,085		-72,901										20,969

				　結婚相談所		3,230		3,230		36,684		-33,454										55,748

				　ママ婚、人材、Pairy、KOIGAKU		20,676		10,289		98,544		-88,255										18,344

				　その他（ルーターズ）		423		404		0		404
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2022年9月期業績見通し２
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11期（2022年9期）予算

11期は黒字化を実現することを最重要テーマとして展開。
いかなる環境においても強固な経営体制の実現を図る。

（単位：百万円）
2021/9期 2022/9期

実績 期初予想

売上 670 1,287 617
(192%)

営業利益又は
   営業損失（△）

△317 1 318
(-)

売上 485 1,001 516
(206%)

売上 184 286 102
(155%)

対期初予想
(増減率)

全体

イベントECサイト運営サービス

WEBサイト運営サービス



2022/9期 経営方針
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第２の創業と位置づけ、成長軌道への1年とする

1．収益性の改善

・引き続き低コスト体質を維持
- 人材のリファラル採用を重視し、個々の能力強化の向上を図る
- あらゆるコストのマネジメントサイクルをより高速化する

2．環境適応できる経営体質、ポートフォリオを構築する

・既存事業の自立と早期収益化
・新しい収益源のシーズとなるべく新ビジネスの立上げ、M＆Aを図る



これからの新たな戦略
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弊社サービス

・machicon JAPAN
・CoupLink
・KOIGAKU

・Pairy
etc.

横の戦略
同様のモデルの横展開

・異業界
・異業種

・海外市場
etc.

Database

オンライン
結婚相談所 M＆A

顧客シナ
ジー

がある事業
人材系 協業

縦の戦略
保有データを用いDX（Digital Transformation）化、新しい価値の創造を図る

会員数
未婚の男女216万人

データを深く蓄積する
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会社概要３



LINKBALとは
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世界をつなぐ。 「アイデア×テクノロジー」で新しい価値を創出し、
顧客満足と企業成長を追求し続けます。

Mission Vision

18



ビジネスモデル
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ユ
ー
ザ
ー

イ
ベ
ン
ト
開
催
企
業

他社主催イベント情報の提供

イベント参加費用

顧客送客・参加費用

送客手数料・掲載手数料

イベント参加費用

自社主催イベント情報の提供
飲
食
店
等 利用料

広告料・その他手数料

企
業

イベントECサイト運営サービス

Webサイト運営サービス

広告枠提供・サービス提供 サービス提供

利用料広告料

リンクバルIDによる連携・相互送客

19

利用料



イベントECサイト運営サービス
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216万人の会員を有し、多数のイベントを掲載する「machicon JAPAN」は、
国内最大級のコト消費ECサイト。

「体験」「友活」「恋活」などを目的とした様々なコンテンツを掲載。

【概要・特長】

 国内最大級を誇る全国各地で開催されるイベント情
報を掲載

 20〜30代を中心とした会員層（リンクバルID※1）

 豊富なバリエーションのコンテンツを拡大中

コト消費ECサイト「machicon JAPAN」

友達作り 体験 社会人サークル

オフ会 自分磨き 恋活・婚活 .etc

注釈（1）：リンクバルIDとは、「machicon JAPAN」「CoupLink」を利用可能なユーザーIDの名称

20



WEBサイト運営サービス
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「machicon JAPAN」との相互送客を通して潜在会員層を獲得し
既存サービスの周辺領域での収益基盤を構築。

 恋愛に悩む女性が理想の恋愛を実現するための、コラ
ム記事のほか、多様なコンテンツを提供

 会員登録無料（リンクバルID※1）
 広告料収入

 オンラインで恋活・婚活ユーザーへのマッチングサービスを提供
 会員登録無料（リンクバルID※1）
 サブスクリプションモデルを採用

【特長】
 実際のイベント参加者が利用していることによる、高い安心度・

安全性
 イベント参加者は、アプリを通してメッセージ交換が可能

国内初のイベント参加者を
オンラインでマッチングさせる

デーティングアプリ

オンラインデーティングアプリ「CoupLink」 恋愛専門情報メディア「KOIGAKU」

21

注釈（1）：リンクバルIDとは、「machicon JAPAN」「CoupLink」を利用可能なユーザーIDの名称



WEBサイト運営サービス
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「machicon JAPAN」との相互送客を通して潜在会員層を獲得し
既存サービスの周辺領域での収益基盤を構築。

 カップルがオンラインで情報共有するためのサービスを提供
 会員登録無料（リンクバルID※1）
 サブスクリプションモデルを採用

カップルが、予定や思い出を共有するためのアプリ

カップル専用アプリ「Pairy」 マタニティー婚エージェントサービス

22

注釈（1）：リンクバルIDとは、「machicon JAPAN」「CoupLink」を利用可能なユーザーIDの名称

 マタニティー婚を支援するためのエージェントサービス
 成婚による式場・会場からの成功報酬課金モデル
 マタニティー婚ガイド（オウンドメディア）と連携し、展開
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