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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 ％

2023年８月期第１四半期 1,186 12.0 345 34.3 340 35.0 221 37.4

2022年８月期第１四半期 1,059 36.5 257 22.4 251 22.1 161 18.1

（注）包括利益 2023年８月期第１四半期 221百万円（36.1％） 2022年８月期第１四半期 162百万円（18.9％）

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８月期第１四半期 23.50 23.41

2022年８月期第１四半期 17.20 17.08

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年８月期第１四半期 3,284 2,374 72.2

2022年８月期 3,600 2,059 57.1

（参考）自己資本 2023年８月期第１四半期 2,370百万円 2022年８月期 2,056百万円

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

2022年８月期 - 0.00 - 0.00 0.00

2023年８月期 -

2023年８月期（予想） 0.00 - 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 4,950 10.1 1,550 23.8 1,500 21.1 850 14.6 90.48

１．2023年８月期第１四半期の連結業績（2022年９月１日～2022年11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

３．2023年８月期の連結業績予想（2022年９月１日～2023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：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年８月期１Ｑ 9,497,600株 2022年８月期 9,395,000株

②  期末自己株式数 2023年８月期１Ｑ 179株 2022年８月期 179株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年８月期１Ｑ 9,442,175株 2022年８月期１Ｑ 9,386,493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６ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注

記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（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（３）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。

　四半期決算補足説明資料は2023年１月12日に当社ホームページに掲載しています。
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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対策に伴う行動制限の緩和等に

より景気回復の兆しが見られる一方で、不安定な世界情勢の影響や円安基調の継続により先行きが不透明な状況が

継続しております。

　このような経済環境の中、有効求人倍率は緩やかに上昇しており、企業における採用意欲にも回復の兆しが見ら

れます。また、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１四半期

末時点で登録企業ユーザ数は3.7万社（※）、登録個人ユーザ数は363万人（※）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、エンゲージメントサービ

スの提供を進めております。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は1,186,680千円（前年同期比+12.0％）、営業利益は

345,382千円（前年同期比+34.3％）、経常利益は340,133千円（前年同期比+35.0％）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は221,862千円（前年同期比+37.4％）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。

※　国内向けサービスのユーザ数を示しております。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,027,054千円で、前連結会計年度末に比べて255,374千

円減少しております。現金及び預金の減少228,390千円が主な要因であります。

（固定資産）

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は257,521千円で、前連結会計年度末に比べて60,706千円

減少しております。投資その他の資産の減少57,323千円が主な要因であります。

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は910,453千円で、前連結会計年度末に比べて630,642千円

減少しております。未払法人税等の減少384,704千円が主な要因であります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,374,122千円で、前連結会計年度末に比べて314,561千円

増加しております。利益剰余金の増加221,862千円が主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年８月期の通期の連結業績予想につきましては、2022年10月14日に公表しました内容から現時点において変

更ございません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2022年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,753,404 2,525,013

売掛金 277,705 279,990

その他 259,856 230,371

貸倒引当金 △8,537 △8,321

流動資産合計 3,282,428 3,027,054

固定資産

有形固定資産 98,159 94,776

投資その他の資産

敷金 140,770 140,191

その他 84,596 27,181

貸倒引当金 △5,298 △4,627

投資その他の資産合計 220,068 162,744

固定資産合計 318,227 257,521

資産合計 3,600,656 3,284,575

負債の部

流動負債

未払金 336,099 171,526

未払法人税等 452,140 67,435

契約負債 551,092 543,492

賞与引当金 - 35,058

その他 201,762 92,940

流動負債合計 1,541,095 910,453

負債合計 1,541,095 910,453

純資産の部

株主資本

資本金 258,073 304,243

資本剰余金 246,544 292,714

利益剰余金 1,553,772 1,775,634

自己株式 △417 △417

株主資本合計 2,057,971 2,372,174

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,501 △1,940

その他の包括利益累計額合計 △1,501 △1,940

新株予約権 3,090 3,888

純資産合計 2,059,561 2,374,122

負債純資産合計 3,600,656 3,284,575

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１四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2021年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年９月１日
　至　2022年11月30日)

営業収益 1,059,467 1,186,680

営業費用 802,207 841,297

営業利益 257,260 345,382

営業外収益

助成金収入 251 762

受取遅延損害金 601 316

その他 - 112

営業外収益合計 852 1,190

営業外費用

為替差損 88 639

債権売却損 5,518 5,799

その他 579 -

営業外費用合計 6,185 6,439

経常利益 251,927 340,133

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 251,621 340,133

法人税、住民税及び事業税 63,201 61,527

法人税等調整額 26,957 56,743

法人税等合計 90,158 118,271

四半期純利益 161,462 221,862

親会社株主に帰属する四半期純利益 161,462 221,862

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2021年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年９月１日
　至　2022年11月30日)

四半期純利益 161,462 221,862

その他の包括利益

為替換算調整勘定 1,194 △438

その他の包括利益合計 1,194 △438

四半期包括利益 162,657 221,423

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 162,657 221,423

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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。

（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１四半期連結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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