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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年８月期第２四半期 2,177 33.1 478 14.2 468 12.6 293 14.8

2021年８月期第２四半期 1,635 1.9 418 122.8 415 127.9 255 164.5

（注）包括利益 2022年８月期第２四半期 296百万円（17.6％） 2021年８月期第２四半期 251百万円（161.6％）

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年８月期第２四半期 31.28 31.09

2021年８月期第２四半期 27.37 27.21

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年８月期第２四半期 2,693 1,605 59.5

2021年８月期 2,313 1,294 55.9

（参考）自己資本 2022年８月期第２四半期 1,601百万円 2021年８月期 1,292百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年８月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2022年８月期 - 0.00

2022年８月期（予想） - 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 4,450 24.5 1,100 165.5 1,050 159.0 600 153.4 63.90

１．2022年８月期第２四半期の連結業績（2021年９月１日～2022年２月28日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年８月期の連結業績予想（2021年９月１日～2022年８月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年８月期２Ｑ 9,393,500株 2021年８月期 9,378,700株

②  期末自己株式数 2022年８月期２Ｑ 143株 2021年８月期 98株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年８月期２Ｑ 9,389,918株 2021年８月期２Ｑ 9,350,633株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  -社  （社名）、除外  -社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）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、添付資料の７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（会計方針の変更）」をご覧下さい。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に掲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、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（４）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大による経済

活動の停滞が長期化し、極めて厳しい状況に陥っております。

　このような経済環境の中、有効求人倍率は低位であるものの、就労者の転職活動や学生の就職活動は多様化して

おり、企業においても人材採用活動におけるインターネットの活用については引き続き拡大傾向にあります。

　このような事業環境の下、当社ビジネスSNSプラットフォーム「Wantedly」は堅調に成長を続け、当第２四半期

末時点で登録企業ユーザ数は4.2万社、登録個人ユーザ数は339万人となりました。

　また、主力プロダクトである「Wantedly Visit」の継続的な開発・改善を図る一方で、シンガポール市場開拓や

新たにエンゲージメントサービスの提供を開始しております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は2,177,588千円（前年同期比+33.1%）、営業利益は478,166

千円（前年同期比+14.2%）、経常利益は468,148千円（前年同期比+12.6%）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は293,671千円（前年同期比+14.8%）となりました。

　なお、当社は「ビジネスSNS事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,412,516千円で、前連結会計年度末に比べて400,288千

円増加しております。現金及び預金の増加463,746千円が主な要因であります。

（固定資産）

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は280,892千円で、前連結会計年度末に比べて20,327千円

減少しております。投資その他の資産の減少13,587千円が主な要因であります。

（流動負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,088,308千円で、前連結会計年度末に比べて69,763千

円増加しております。未払法人税等の増加87,854千円が主な要因であります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は1,605,100千円で、前連結会計年度末に比べて310,196千円

増加しております。利益剰余金の増加293,671千円が主な要因であります。

（３）キャッシュ・フローに関する説明

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて463,746千円増加し、

1,994,517千円となりました。当第２四半期連結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

次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、450,218千円の収入（前年同期は319,728千円の収入）となりました。こ

れは主として、税金等調整前四半期純利益467,843千円の発生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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,703千円の支出（前年同期は4,371千円の支出）となりました。これは

主として、有形固定資産の取得による支出2,710千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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、13,246千円の収入（前年同期は11,993千円の収入）となりました。これ

は主として、新株予約権の行使による収入13,320千円によるものであります。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年８月期の通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績および2022年４月までの

業績の状況を踏まえ2022年１月14日に公表しました業績予想を変更しています。詳細につきましては、2022年4月

14日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2021年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年２月28日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,530,770 1,994,517

売掛金 238,024 270,121

その他 253,272 159,127

貸倒引当金 △9,838 △11,249

流動資産合計 2,012,228 2,412,516

固定資産

有形固定資産 101,752 95,012

投資その他の資産

敷金 143,071 141,447

その他 63,164 49,498

貸倒引当金 △6,767 △5,066

投資その他の資産合計 199,467 185,879

固定資産合計 301,220 280,892

資産合計 2,313,448 2,693,409

負債の部

流動負債

未払金 340,863 211,341

未払法人税等 86,677 174,532

前受金 485,364 536,854

賞与引当金 - 83,214

その他 105,638 82,365

流動負債合計 1,018,544 1,088,308

負債合計 1,018,544 1,088,308

純資産の部

株主資本

資本金 250,738 257,398

資本剰余金 239,209 245,869

利益剰余金 812,139 1,105,810

自己株式 △271 △345

株主資本合計 1,301,815 1,608,732

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △9,381 △6,830

その他の包括利益累計額合計 △9,381 △6,830

新株予約権 2,469 3,197

純資産合計 1,294,903 1,605,100

負債純資産合計 2,313,448 2,693,409

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28日)

営業収益 1,635,518 2,177,588

営業費用 1,216,971 1,699,422

営業利益 418,547 478,166

営業外収益

受取利息 7 8

為替差益 3,932 -

助成金収入 1,178 1,294

受取遅延損害金 164 601

その他 190 240

営業外収益合計 5,473 2,144

営業外費用

為替差損 - 242

債権売却損 8,233 11,339

その他 - 579

営業外費用合計 8,233 12,161

経常利益 415,786 468,148

特別損失

固定資産除却損 - 305

特別損失合計 - 305

税金等調整前四半期純利益 415,786 467,843

法人税、住民税及び事業税 139,526 162,569

法人税等調整額 20,345 11,602

法人税等合計 159,872 174,171

四半期純利益 255,914 293,671

親会社株主に帰属する四半期純利益 255,914 293,671

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28日)

四半期純利益 255,914 293,671

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △4,044 2,550

その他の包括利益合計 △4,044 2,550

四半期包括利益 251,869 296,222

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 251,869 296,222

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 415,786 467,843

減価償却費 9,657 10,219

株式報酬費用 655 727

固定資産除却損 - 305

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,144 △300

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,147 83,207

受取利息及び受取配当金 △7 △8

為替差損益（△は益） △4,642 -

助成金収入 △1,178 △1,294

売上債権の増減額（△は増加） △33,710 △32,070

前払費用の増減額（△は増加） 55,486 91,725

未払金の増減額（△は減少） △53,993 △130,025

未払費用の増減額（△は減少） △11,795 △19,762

前受金の増減額（△は減少） 9,015 51,485

その他 △27,661 4,569

小計 428,616 526,622

利息及び配当金の受取額 7 8

助成金の受取額 1,178 1,294

法人税等の支払額 △110,073 △77,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,728 450,218

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 △4,371 △2,710

敷金及び保証金の差入による支出 - △260

敷金及び保証金の回収による収入 - 268

その他 - △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,371 △2,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 11,993 13,320

自己株式の取得による支出 - △73

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,993 13,246

現金及び現金同等物に係る換算差額 642 2,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 327,992 463,746

現金及び現金同等物の期首残高 1,344,990 1,530,770

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,672,982 1,994,517

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結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）

１．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。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結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。

当該会計基準の適用が当第２四半期連結累計期間の損益に及ぼす影響はありません。

また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。

２．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１四半期連結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、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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