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(1)連結経営成績(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
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 %

2021年12月期第2四半期 1,947 △17.3 △666 － △578 － △571 －

2020年12月期第2四半期 2,354 △25.5 △403 － △406 － △504 －

(注)包括利益 2021年12月期第2四半期 △567百万円（－%） 2020年12月期第2四半期 △505百万円（－%）

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

2021年12月期第2四半期 △20.84 －

2020年12月期第2四半期 △17.97 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 %

2021年12月期第2四半期 3,904 3,069 78.6

2020年12月期 4,216 3,640 86.2

(参考)自己資本 2021年12月期第2四半期 3,069百万円 2020年12月期 3,634百万円

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

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12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
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 － － － － － － － － －

1.2021年12月期第2四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年6月30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

3.2021年12月期の連結業績予想（2021年1月1日～2021年12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：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期2Ｑ 28,160,000株 2020年12月期 28,148,800株

②  期末自己株式数 2021年12月期2Ｑ 740,320株 2020年12月期 740,320株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期2Ｑ 27,416,091株 2020年12月期2Ｑ 28,059,184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

  (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        ：無

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

  (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

・将来に関する記述等についてのご注意

　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。

・四半期決算補足説明資料の入手方法

　四半期決算補足説明資料は、本決算短信と同時に開示しております。

　また、当社会社ウェブサイトにも掲載いたします。（URL https://www.livesense.co.jp/ir/）
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前第2四半期

連結累計期間

当第2四半期

連結累計期間
増減額 増減率

売上高 2,354,328 1,947,437 △406,891 △17.3%

営業損益 △403,476 △666,643 △263,167 －

経常損益 △406,543 △578,353 △171,810 －

親会社株主に帰属する四半期純損益 △504,358 △571,255 △66,897 －

マッハバイト： 1,129,756千円 （前年同期比 10.0%減）

転職会議： 314,880千円 （前年同期比 12.0%減）

転職ナビ： 272,476千円 （前年同期比 31.7%減）

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

　当社グループでは、求人情報メディアをはじめとする複数のインターネットメディアを運営しております。

　当連結会計年度においては「コーポレートビジョン『あたりまえを、発明しよう。』追求に向け、黒字体質への

再転換と将来の柱となる新規事業立ち上げの両立」をテーマとして、「既存事業の収益力強化」「新規事業の立ち

上げ」の2点を進めております。

　当第2四半期連結累計期間においては、COVID-19感染拡大の影響及び新規事業投資をはじめとした事業ポートフ

ォリオ最適化の推進により、前年同期比減収減益となりました。

・既存事業の収益力強化

　既存事業においては、コロナ禍が継続しても利益創出が可能な体質への転換を目指し、成長戦略を推進しており

ます。当第2四半期連結累計期間においては、緊急事態宣言の発出等により厳しい外部環境が継続しており、さら

なる収益力の強化が必要な状況ではあるものの、複数の事業が前年同四半期比及び前四半期比で増収に転じるな

ど、回復の兆しが現れております。

　成功報酬型アルバイト求人サイト「マッハバイト」においては、セールス・マーケティング・メディアの連携に

よる高効率な集客とマッチングの強化を図っております。企業の採用抑制傾向は継続しておりますが、当第2四半

期においても採用ニーズの強い顧客の開拓および集客を積極的に推進し、前四半期比23.5％の増収に転換いたしま

した。口コミ付き転職サービス「転職会議」をはじめとしたその他の事業においても増収傾向にあり、連結売上高

は前四半期比194,528千円増となりました。また、連結営業利益は事業成長に向けた顧客開拓費用および集客費用

の増加等により同54,543千円増となりました。

・新規事業の立ち上げ

　当期において複数の新規事業を立ち上げることを目標とし、専任部署において開発・検証を行っております。

　当第2四半期連結累計期間においては、提案型マッチングサービス「knew」のプレリリース版を公開するなど、

事業案の開発が進捗いたしました。

（単位：千円）

　なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。主要メディ

アの売上高は以下のとおりであります。

- 2 -

株式会社リブセンス(6054) 2021年12月期 第2四半期決算短信



(2) 財政状態に関する説明

　当第2四半期連結会計期間末における総資産は3,904,423千円となり、前連結会計年度末に比べ312,248千円減少い

たしました。これは主に、現金及び預金の減少34,039千円、未収還付法人税等の減少253,658千円、未収消費税等の

減少175,649千円及び売掛金の増加157,735千円等によるものであります。

　当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、835,419千円となり、前連結会計年度末に比べ259,311千円増加

いたしました。これは主に、未払金の増加64,543千円及び流動負債のその他の増加187,296千円等によるものであり

ます。

　当第2四半期連結会計期間末における純資産は3,069,003千円となり、前連結会計年度末に比べ571,560千円減少い

たしました。これは主に、利益剰余金の減少571,255千円等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現段階においてCOVID-19の感染拡大が業績に与える影響等を合理的に算出することが困難なことから、連結業績

予想は未定としております。今後、適正かつ合理的な予想が算出可能となった時点で速やかに公表いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年12月31日）

当第2四半期連結会計期間
（2021年6月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,031,742 2,997,703

売掛金 339,424 497,159

未収還付法人税等 378,307 124,649

未収消費税等 193,767 18,117

その他 88,052 84,844

貸倒引当金 △747 △1,078

流動資産合計 4,030,547 3,721,396

固定資産

有形固定資産 － －

無形固定資産 － －

投資その他の資産

その他 187,520 183,906

貸倒引当金 △1,396 △880

投資その他の資産合計 186,124 183,026

固定資産合計 186,124 183,026

資産合計 4,216,671 3,904,423

負債の部

流動負債

未払金 286,973 351,516

未払法人税等 2,008 3,438

賞与引当金 60,004 59,289

その他 191,946 379,242

流動負債合計 540,932 793,487

固定負債

資産除去債務 2,732 2,732

繰延税金負債 7,943 －

長期借入金 24,500 39,200

固定負債合計 35,175 41,932

負債合計 576,107 835,419

純資産の部

株主資本

資本金 236,591 237,219

資本剰余金 225,041 225,668

利益剰余金 3,384,490 2,813,234

自己株式 △206,887 △206,887

株主資本合計 3,639,235 3,069,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,388 △230

その他の包括利益累計額合計 △4,388 △230

新株予約権 5,716 －

純資産合計 3,640,563 3,069,003

負債純資産合計 4,216,671 3,904,423

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1月1日

　至　2020年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2021年1月1日

　至　2021年6月30日)

売上高 2,354,328 1,947,437

売上原価 225,240 273,313

売上総利益 2,129,088 1,674,123

販売費及び一般管理費 2,532,564 2,340,766

営業損失（△） △403,476 △666,643

営業外収益

受取利息 20 16

補助金収入 3,008 375

違約金収入 7,394 7,730

株式譲渡に伴うライセンス収入 － 76,608

その他 2 11,878

営業外収益合計 10,426 96,608

営業外費用

支払利息 63 118

投資事業組合運用損 12,409 8,200

その他 1,020 －

営業外費用合計 13,492 8,318

経常損失（△） △406,543 △578,353

税金等調整前四半期純損失（△） △406,543 △578,353

法人税、住民税及び事業税 487 845

法人税等調整額 97,327 △7,943

法人税等合計 97,814 △7,097

四半期純損失（△） △504,358 △571,255

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △504,358 △571,255

(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1月1日

　至　2020年6月30日)

 当第2四半期連結累計期間
(自　2021年1月1日

　至　2021年6月30日)

四半期純損失（△） △504,358 △571,255

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,368 4,157

その他の包括利益合計 △1,368 4,157

四半期包括利益 △505,727 △567,098

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △505,727 △567,098

（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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(3)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。
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