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(百万円未満切捨て)

１．2022年12月期第２四半期の業績（2022年１月１日～2022年６月30日）
（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 3,092 58.2 3,069 57.8 30 ― 34 ― 33 ―

2021年12月期第２四半期 1,954 ― 1,944 ― △175 ― △176 ― △178 ―
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年12月期第２四半期 0.70 0.66

2021年12月期第２四半期 △3.91 ―

（注）１．当社は、2020年12月期第２四半期については四半期財務諸表を作成していないため、2021年12月期第２四半

期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

　 ２．2021年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 24,372 10,376 42.6

2021年12月期 27,377 10,037 36.7

(参考) 自己資本 2022年12月期第２四半期 10,376 百万円 　2021年12月期 10,037 百万円

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年12月期 ― 0.00

2022年12月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益

百万円 ％ 百万円 ％

通期 6,536 40.6 33 ―

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　 ２．業績予想に関する事項は、添付資料P.3「１.当四半期決算に関する定性的情報(４)業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。

　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料P.8「２．四半期財務諸表及び主な注記（４）四半期財務諸表に関する注記事項（会計方針の

変更）」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年12月期２Ｑ 47,440,984株 2021年12月期 46,988,150株

② 期末自己株式数 2022年12月期２Ｑ 168株 2021年12月期 119株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期２Ｑ 47,283,697株 2021年12月期２Ｑ 45,526,577株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業

績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料P.3「１.当四半期決算に関する定性的情報(４)業績予想などの将来予測情

報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期累計期間における世界経済は、米国や欧州等、各国による高インフレ抑制のための金融引き締め政

策、ロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクや資源価格の高騰等により景気停滞の懸念が高まりました。国内

経済においても、物価上昇や急速な円安の影響等により、先行き不透明な状況が継続しております。

　そのような環境下、当社では継続的な事業成長の実現に向けて、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナ

ビ）」の機能追加、提携パートナーの拡充、テレビコマーシャルなどの広告宣伝活動、事業基盤強化のための人材

採用、セキュリティ強化等に積極的に取り組みました。

　ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の機能追加については、浜松いわた信用金庫との提携サービ

ス「夢おいNavi」及び株式会社中京銀行との提携サービス「〈中京〉おまかせNavi」において、NISA（少額投資非課

税制度）に対応した新機能「おまかせNISA」の提供を４月に開始しました。また、昨年12月に業務提携契約を締結

しているイオンクレジットサービス株式会社と共同で、クレジットカード「イオンカード」のお客様向けに新たな

資産運用サービスの提供開始に向けて開発を推進しました。

　広告宣伝活動については、資産運用を検討している潜在的なお客様に向けて効果的なアプローチができるよう取

り組みを継続しており、４月から俳優の長谷川博己さんが出演する新テレビCMの放映を開始しました。また、民法

改正による成年年齢の引き下げに伴い、新たに満18歳以上20歳未満のお客様へのサービス提供を開始したことを踏

まえ、５月に新成人の方を主な対象としたオンラインセミナーを開催し、「長期・積立・分散」の資産運用などを

お伝えしました。

　その他、事業拡大や人員増加に伴い既存オフィスの増床を進めており、６月に完了しました。

　この結果、当第２四半期会計期間末時点での運用者数は34.3万人（前第２四半期会計期間末実績28.7万人）、預

かり資産額は6,754億円（前第２四半期会計期間末実績4,852億円）となりました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益が30億92百万円（前年同期比58.2％増）、営業収益より

金融費用23百万円を控除した純営業収益は30億69百万円（前年同期比57.8％増）となりました。また、販売費・一

般管理費は30億38百万円（前年同期比43.4％増）となり、その結果、広告宣伝費を除く営業利益は10億46百万円

（前年同期比100.7％増）、営業利益は30百万円（前年同四半期は営業損失１億75百万円）、経常利益は34百万円

（前年同四半期は経常損失１億76百万円）、四半期純利益は33百万円（前年同四半期は純損失１億78百万円）とな

りました。

　なお、当社はロボアドバイザー事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して30億５百万円減少し、243億72百万円とな

りました。これは主に、外国証券（ETF）取引のための証券会社への預け金の減少40億15百万円によるものでありま

す。

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して33億43百万円減少し、139億95百万円とな

りました。これは主に、年間の証券取引等に係る納税等による預り金の減少32億29百万円によるものであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して３億38百万円増加し、103億76百万円と

なりました。これは、主に新株予約権の行使や譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による資本金の増加１億52

百万円及び資本準備金の増加１億52百万円、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加33百万円によるものであ

ります。
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（３）キャッシュ・フローに関する説明

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、146億34百万円となり、前

事業年度末に比べ28億67百万円減少しました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は、30億14百万円（前年同四半期に使用した資金は17億94百万円）となりました。

これは主に、年間の証券取引等に係る納税等による預り金の減少32億29百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、１億57百万円（前年同四半期に使用した資金は38百万円）となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出83百万円、敷金及び保証金の差入による支出43百万円によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は、２億70百万円（前年同四半期に得られた資金は６億60百万円）となりました。

これは主に、新株予約権の行使に伴う新株式発行による収入２億70百万円によるものであります。

（４）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年12月期の通期業績予想について、2022年２月14日に公表した数値を変更しております。詳細につきまして

は、本日（2022年８月12日）公表しました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金 10,039,649 11,188,294

預託金 9,000,000 8,600,000

顧客分別金信託 9,000,000 8,600,000

トレーディング商品 71 56

約定見返勘定 2,347 5,782

立替金 7,743 2,688

前払金 4,354 6,637

前払費用 75,067 154,157

未収入金 2,770 3,677

未収収益 534,940 575,887

預け金 7,461,762 3,446,063

その他の流動資産 562 553

流動資産合計 27,129,269 23,983,797

固定資産

有形固定資産

建物 68,440 145,043

器具備品 62,701 80,953

減価償却累計額 △84,000 △102,855

有形固定資産合計 47,142 123,142

無形固定資産

ソフトウエア 81,639 65,662

ソフトウエア仮勘定 ― 31,519

商標権 950 875

無形固定資産合計 82,589 98,056

投資その他の資産

敷金及び保証金 97,325 140,587

長期前払費用 20,845 26,523

投資その他の資産合計 118,171 167,110

固定資産合計 247,903 388,309

資産合計 27,377,172 24,372,107
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

預り金 15,149,687 11,920,495

未払金 504,157 394,249

未払費用 134,462 139,541

未払法人税等 51,246 41,409

流動負債合計 15,839,553 12,495,697

固定負債

長期借入金 1,500,000 1,500,000

固定負債合計 1,500,000 1,500,000

負債合計 17,339,553 13,995,697

純資産の部

株主資本

資本金 3,237,925 3,390,832

資本剰余金

資本準備金 8,252,690 8,405,597

その他資本剰余金 45,690 45,690

資本剰余金合計 8,298,380 8,451,287

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,498,669 △1,465,599

利益剰余金合計 △1,498,669 △1,465,599

自己株式 △17 △110

株主資本合計 10,037,619 10,376,410

純資産合計 10,037,619 10,376,410

負債純資産合計 27,377,172 24,372,107
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

営業収益

受入手数料 1,924,838 3,024,102

トレーディング損益 20,618 57,063

金融収益 237 1,113

その他の営業収益 8,700 10,200

営業収益計 1,954,394 3,092,479

金融費用 9,907 23,227

純営業収益 1,944,487 3,069,252

販売費・一般管理費

取引関係費 1,259,268 1,804,470

人件費 486,707 693,247

不動産関係費 96,136 158,831

事務費 155,330 214,692

減価償却費 37,499 34,906

租税公課 25,525 44,135

その他 59,101 88,702

販売費・一般管理費計 2,119,568 3,038,986

営業利益又は営業損失（△） △175,081 30,265

営業外収益 1,744 6,023

営業外費用

株式交付費 2,897 1,065

その他 97 253

営業外費用計 2,995 1,319

経常利益又は経常損失（△） △176,331 34,970

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △176,331 34,970

法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900

法人税等合計 1,900 1,900

四半期純利益又は四半期純損失（△） △178,231 33,070
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △176,331 34,970

減価償却費 37,499 34,906

株式報酬費用 1,725 7,596

固定資産除却損 32 ―

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △3,200,000 400,000

約定見返勘定の増減額（△は増加） 225 △3,435

受取利息及び受取配当金 △237 △1,113

支払利息 9,907 23,227

前払金の増減額（△は増加） △3,300 △2,282

前払費用の増減額（△は増加） △4,951 △61,495

未収入金の増減額（△は増加） 21,512 △394

未収収益の増減額（△は増加） △118,214 △40,946

預り金の増減額（△は減少） 1,605,419 △3,229,191

未払金の増減額（△は減少） 41,170 △121,768

未払費用の増減額（△は減少） 16,088 5,461

その他 △10,906 △33,034

小計 △1,780,361 △2,987,501

利息及び配当金の受取額 237 509

利息の支払額 △10,439 △23,609

法人税等の支払額 △3,800 △3,800

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,794,362 △3,014,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,852 △83,491

無形固定資産の取得による支出 △29,116 △31,020

敷金及び保証金の差入による支出 ― △43,261

その他 △660 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,628 △157,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 660,714 270,481

その他 △17 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー 660,696 270,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,225 34,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,173,520 △2,867,053

現金及び現金同等物の期首残高 10,089,443 17,501,412

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,915,922 14,634,358
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適

用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はあ

りません。

　


