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(百万円未満切捨て)

１．2023年５月期第１四半期の業績（2022年６月１日～2022年８月31日）

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年５月期第１四半期 738 14.7 230 10.8 231 21.2 161 22.8

2022年５月期第１四半期 644 ― 207 ― 191 ― 131 ―
　

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

2023年５月期第１四半期 21.80 21.60

2022年５月期第１四半期 18.09 17.89
　

(注) 当社は、2021年５月期第１四半期については四半期財務諸表を作成していないため、2022年５月期第１四半期の
対前年同四半期増減率は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 ％

2023年５月期第１四半期 4,522 3,722 82.1

2022年５月期 4,875 3,816 78.1
(参考) 自己資本 2023年５月期第１四半期 3,714百万円 2022年５月期 3,808百万円

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

2022年５月期 ― 0.00 ― 34.50 34.50

2023年５月期 ―

2023年５月期(予想) 13.00 ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有
　　

当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当
予想額は未定であります。

　

３．2023年５月期の業績予想（2022年６月１日～2023年５月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,055 32.3 1,500 24.8 1,498 21.2 966 16.6 129.53

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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
　

詳細は、添付資料５ページ「２.四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（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) 2023年５月期１Ｑ 7,388,200株 2022年５月期 7,388,200株

② 期末自己株式数 2023年５月期１Ｑ 67株 2022年５月期 40株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年５月期１Ｑ 7,388,142株 2022年５月期１Ｑ 7,351,440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。
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う各種制限の緩和を受け、社会

経済活動が正常化に向かう兆しが見られてきたものの、資源価格高騰や金融資本市場の変動等、依然として先行きが

不透明な状況が継続しております。このような環境下において、当社は「社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く

輩出する」ことをミッションとして社会全体の幸福度を高めていけるようなサービスを提供していくために、主に中

小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスや顧客とメディア又は決裁者をつなぐプラットフォームサービ

スを提供するPR事業を展開してまいりました。

当第１四半期累計期間に獲得した顧客数は773社（中小・中堅企業657社、医療機関116社）、顧客あたりの平均契約

単価は1,012千円（前四半期比0.2％減）、顧客あたりの平均契約件数は1.61件（前四半期比4.7％減）となりました。

売上高におきましては、PR支援サービスのうち法人／経営者向けサービスは539,626千円（前年同期比10.0％増）、

医療機関／医師向けサービスは105,335千円（前年同期比4.8％減）、またプラットフォームサービスは93,922千円

（前年同期比118.9％増）となりました。

売上原価におきましては、サービス提供のパッケージ化により外注費が削減され、低い売上原価率の水準を維持し、

売上総利益率は84.1％（前年同期80.2％）となりました。販売費及び一般管理費におきましては、社員数の増加に伴

い一定の人件費が増えたものの、その他の費用は抑えられたことにより、計画通りの営業利益を創出し、営業利益率

は31.1％（前年同期32.2％）となりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は738,883千円(前期比14.7％増)、営業利益は230,059千円(前期比10.8

％増)、経常利益は231,683千円(前期比21.2％増)、四半期純利益は161,093千円(前期比22.8％増)となりました。

なお、当社は、PR事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期会計期間末における資産合計は4,522,428千円であります。前事業年度末と比較いたしますと、

353,341千円減少しております。これは主に、配当金の支払い等により現金及び預金が359,193千円減少したこと

等によるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は799,527千円であります。前事業年度末と比較いたしますと、

259,457千円減少しております。これは主に、契約案件数の増加により前受金が93,341千円増加したものの、前事

業年度末の未払法人税等を納付したことにより未払法人税等が291,553千円減少したこと等によるものでありま

す。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は3,722,901千円であります。前事業年度末と比較いたしますと、

93,883千円減少しております。これは主に、利益剰余金が四半期純利益の計上により161,093千円増加したもの

の、利益剰余金が配当等により254,891千円減少したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2022年７月13日付「2022年５月期決算短信[日本基準]（非連結）」で公表いたし

ました通期の業績予想から変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、2023年５月期における当社の業績に対する影響は軽微で

あると考えております。
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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
(2022年５月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,007,163 3,647,970

売掛金 81,815 71,861

棚卸資産 13,429 16,372

未収入金 290,107 318,465

前払費用 68,216 76,028

その他 52 52

貸倒引当金 △17,567 △25,932

流動資産合計 4,443,216 4,104,817

固定資産

有形固定資産 149,919 146,810

無形固定資産 30,115 31,830

投資その他の資産

投資有価証券 97,186 95,264

繰延税金資産 55,638 45,053

破産更生債権等 24,353 24,173

その他 99,694 99,252

貸倒引当金 △24,353 △24,773

投資その他の資産合計 252,519 238,970

固定資産合計 432,553 417,611

資産合計 4,875,770 4,522,428

負債の部

流動負債

買掛金 44,739 22,385

未払法人税等 362,430 70,876

前受金 437,990 531,331

賞与引当金 23,414 25,982

その他 188,769 145,670

流動負債合計 1,057,344 796,247

固定負債

長期未払金 1,639 3,279

固定負債合計 1,639 3,279

負債合計 1,058,984 799,527

純資産の部

株主資本

資本金 903,331 903,331

資本剰余金 873,331 873,331

利益剰余金 2,032,291 1,938,492

自己株式 △133 △218

株主資本合計 3,808,821 3,714,937

新株予約権 7,964 7,964

純資産合計 3,816,785 3,722,901

負債純資産合計 4,875,770 4,522,428
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2022年６月１日
　至 2022年８月31日)

売上高 644,386 738,883

売上原価 127,694 117,503

売上総利益 516,692 621,380

販売費及び一般管理費 309,045 391,321

営業利益 207,646 230,059

営業外収益

受取利息 9 19

貸倒引当金戻入額 150 ―

物品売却益 13 183

匿名組合投資利益 1,014 3,731

その他 14 300

営業外収益合計 1,201 4,234

営業外費用

為替差損 43 129

貸倒引当金繰入額 ― 450

投資事業組合運用損 ― 1,921

株式交付費 8,705 ―

上場関連費用 8,881 ―

その他 77 109

営業外費用合計 17,708 2,610

経常利益 191,139 231,683

税引前四半期純利益 191,139 231,683

法人税、住民税及び事業税 59,441 60,004

法人税等調整額 535 10,585

法人税等合計 59,977 70,590

四半期純利益 131,162 161,093
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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。

　


