
　
2022年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2022年８月５日

上場会社名 株式会社リンクバル 上場取引所  東

コード番号 6046 ＵＲＬ  https://linkbal.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）吉弘　和正

問合せ先責任者 （役職名）
取締役

財務経理部　担当
（氏名）鳴澤　淳 ＴＥＬ  050(1741)2300

四半期報告書提出予定日 2022年８月５日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無：有

四半期決算説明会開催の有無      ：無

（百万円未満切捨て）

（１）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 ％

2022年９月期第３四半期 545 3.6 △248 - △244 - △244 -

2021年９月期第３四半期 527 △56.9 △227 - △223 - △250 -

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９月期第３四半期 △13.07 -

2021年９月期第３四半期 △13.44 -

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年９月期第３四半期 1,756 1,461 83.2

2021年９月期 1,942 1,692 87.1

（参考）自己資本 2022年９月期第３四半期 1,461百万円 2021年９月期 1,692百万円

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９月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2022年９月期 - 0.00 -

2022年９月期（予想） 0.00 0.00

（％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 749 11.9 △323 - △319 - △319 - △17.09

１．2022年９月期第３四半期の業績（2021年10月１日～2022年６月30日）

（２）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９月期の業績予想（2021年10月１日～2022年９月30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９月期３Ｑ 19,500,000株 2021年９月期 19,500,000株

②  期末自己株式数 2022年９月期３Ｑ 800,260株 2021年９月期 853,104株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期３Ｑ 18,674,189株 2021年９月期３Ｑ 18,646,896株

※  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

（３）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

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

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

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響下、ワクチン接種の進展やまん

延防止等重点措置の全面解除に伴う行動制限の緩和により、経済活動が段階的に再開したことで景況感が改善する

兆しがみられました。

　一方で、新たな変異株の出現による感染の再拡大も懸念され、本格的な景気回復の見通しは依然として不透明な

状況にあります。

　このような経営環境の下、当社は、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から感染防止措置を講じ

ながら「machicon JAPAN」掲載イベントの強化・拡大をしてまいりました。また、コロナ禍におけるオンラインで

の出会いを提供するマッチングアプリ「CoupLink」の運営についても引き続き積極的に展開しております。

　この結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高が545,773千円（前年同四半期比3.6％増）となりまし

た。損益面では、売上原価、販売費及び一般管理費合計が794,601千円（前年同四半期比5.4％増）となりました。

その結果、営業損失は248,828千円（前年同四半期は営業損失 227,156千円）となりました。四半期純損失は

244,144千円（前年同四半期は四半期純損失 250,699千円）となりました。

　なお、当社はインターネットサイト運営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。サービスごとの取組みは以下のとおりであります。

　（イベントECサイト運営サービス）

　2022年６月末でリンクバルID会員数は231万人を突破し、当第３四半期累計期間におけるイベントECサイト運営

サービスの売上高は391,326千円（前年同四半期比2.5％増）となりました。

（WEBサイト運営サービス）

　「CoupLink」および「KOIGAKU」につきましては、引き続き効率的に事業運営を行い、当第３四半期累計期間に

おけるWEBサイト運営サービスの売上高は154,446千円（前年同四半期比6.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期会計期間末における総資産は1,756,553千円となり、前事業年度末に比べ186,186千円減少いたしま

した。これは主に、未収入金の増加が22,623千円あったものの、現金及び預金の減少が215,091千円あったことに

よるものであります。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債は295,035千円となり、前事業年度末に比べ44,958千円増加いたしまし

た。これは主に、流動負債その他の減少が25,429千円あったものの、未払金の増加が59,567千円、預り金の増加が

10,751千円あったことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産は1,461,517千円となり、前事業年度末に比べ231,144千円減少いたしま

した。これは、自己株式の減少が24,361千円あったものの、四半期純損失等の計上による利益剰余金の減少が

255,505千円あったことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想については、2022年８月５日付「2022年９月期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました

とおりとなります。
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（単位：千円）

前事業年度
(2021年９月30日)

当第３四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,830,273 1,615,182

売掛金 8,333 15,430

未収入金 23,196 45,820

未収還付法人税等 1,143 -

その他 13,921 16,238

流動資産合計 1,876,868 1,692,671

固定資産

有形固定資産 12,939 11,442

無形固定資産 13,887 9,267

投資その他の資産

破産更生債権等 1,003 1,003

その他 39,045 43,172

貸倒引当金 △1,003 △1,003

投資その他の資産合計 39,045 43,172

固定資産合計 65,872 63,882

資産合計 1,942,740 1,756,553

負債の部

流動負債

買掛金 424 480

１年内返済予定の長期借入金 831 3,324

未払金 27,731 87,298

未払法人税等 - 2,712

未払消費税等 4,115 4,132

前受金 5,348 7,992

預り金 11,014 21,765

賞与引当金 17,521 8,150

その他 43,510 18,081

流動負債合計 110,497 153,939

固定負債

長期借入金 119,169 116,676

資産除去債務 4,511 4,520

長期預り保証金 15,900 19,900

固定負債合計 139,580 141,096

負債合計 250,077 295,035

純資産の部

株主資本

資本金 281,000 281,000

資本剰余金 276,000 276,000

利益剰余金 1,529,517 1,274,012

自己株式 △393,916 △369,555

株主資本合計 1,692,601 1,461,456

新株予約権 61 61

純資産合計 1,692,662 1,461,517

負債純資産合計 1,942,740 1,756,553

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：千円）

 前第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 527,025 545,773

売上原価 33,624 23,995

売上総利益 493,401 521,777

販売費及び一般管理費 720,558 770,606

営業損失（△） △227,156 △248,828

営業外収益

受取利息 114 64

助成金収入 1,742 2,500

受取補償金 - 1,363

法人税等還付加算金 2,288 13

その他 7 307

営業外収益合計 4,152 4,249

営業外費用

支払利息 1 47

その他 - 144

営業外費用合計 1 191

経常損失（△） △223,006 △244,770

特別損失

固定資産除却損 941 218

賃貸借契約解約損 9,432 -

その他 603 -

特別損失合計 10,978 218

税引前四半期純損失（△） △233,984 △244,989

法人税、住民税及び事業税 520 404

法人税等還付税額 - △929

法人税等調整額 16,194 △319

法人税等合計 16,715 △845

四半期純損失（△） △250,699 △244,144

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　　該当事項はありません。

（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。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財また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いたしました。

　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、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第３

四半期累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

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いたしました。

　これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　前事業年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染拡大の影響の収束時期等を含む仮定につ

いて重要な変更はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、インターネットサイト運営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。

- 5 -

株式会社リンクバル（6046）　2021年９月期第３四半期　決算短信


