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◆ 事業内容 

・リンクバル（以下、同社）は、街や地域を舞台とした各種イベントを掲載す

る ECサイト「街コンジャパン」、「街バルジャパン」を運営している。その他、

恋愛のノウハウを学ぶ情報サイト「恋学」、結婚相談所を比較検討し、資

料請求ができるサイト「婚活ジャパン」を運営している。 

 

◆ 16 年 9 月期上期決算の概要 

・16/9 期第 2 四半期累計期間の売上高は前年同期比 15.3%増の 948 百

万円、営業利益は同 53.8%減の 93 百万円であった。開催イベント数の

増加により増収となったものの、人件費や地代家賃といった経費増加に

より減益となった。 

・営業利益は期初に公表した会社計画（35 百万円）を大幅に上回った（16

年 4 月 27 日に修正を発表）。主な要因は、人件費や採用教育費などの

経費の一部が第 3 四半期以降にずれ込んだためである。通期業績予想

に対する進捗率は、売上高で 42.1%、営業利益で 35.0%となっている。 

 

◆ 16 年 9 月期の業績予想 

・16/9期業績について、同社は期初予想を据え置き、前期比 30.9%増収、

0.6%営業増益を見込んでいる。証券リサーチセンター（以下、当センタ

ー）の予想も会社予想と同じである。 

 

◆ 事業戦略と中期業績見通し 

・事業の成長のため、開催エリアやイベントカテゴリーの拡大を進めていく

考えである。今期は、広告宣伝や人材獲得の強化のため、積極的な投

資を実施している。 

・当センターでは、実施イベント数の増加により業績は順調に拡大すると

考えており、18/9期まで増収増益が続くと予想する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イベント EC サイト「街コンジャパン」、WEB サイト「恋学」などを運営 

街コンイベントの開催数が順調に増加し、売上拡大に寄与 
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株価 （円）

発行済株式数 （株）

時価総額 （百万円）

前期実績 今期予想 来期予想

PER （倍） 19.2 19.1 14.0

PBR （倍） 3.7 3.1 2.6

配当利回り （%） 0.0 0.0 0.0

1 カ月 3 カ月 12カ月

リターン　（%） -2.6 34.4 -56.4

対TOPIX （%） -1.1 32.1 -44.7

【株価チャート】

【主要指標】
2016/5/13

969

3,250,000

3,149

【株価パフォーマンス】
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6046（左） 相対株価（右）
（円）

（注）相対株価は対TOPIX、基準は2015/5/8

（倍）

【 6046リンクバル　業種：サービス業 】

売上高 前期比 営業利益 前期比 経常利益 前期比 純利益 前期比 EPS BPS 配当金

(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (円) (円) (円)

2014/9 1,175 81.8 171 637.8 171 383.3 115 360.8 38.4 51.2 0.0

2015/9 1,722 46.5 264 54.8 282 65.3 156 35.9 50.4 265.2 0.0

2016/9 CE 2,254 30.9 266 0.6 283 0.2 165 5.6 50.9 ― 0.0

2016/9 E 2,254 30.9 266 0.6 283 0.2 165 5.6 50.9 310.9 0.0

2017/9 E 2,830 25.6 368 38.3 385 36.0 224 35.8 69.1 378.0 0.0

2018/9 E 3,540 25.1 502 36.4 519 34.8 302 34.8 93.2 467.9 0.0

(注) CE：会社予想、E：証券リサーチセンター予想

決算期
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◆ イベント EC サイト「街コンジャパン」などを運営 

リンクバル（以下、同社）は、街や地域を舞台とするイベントを掲載

するサイト「街コンジャパン注 1」、「街バルジャパン注 2」を運営して

いる。その他、大人の女性をターゲットとし、恋愛や恋活注 3 のノウ

ハウを学ぶための情報サイト「恋学」、最適な結婚相談所を選択する

ための情報サイト「婚活ジャパン」も運営している（図表 1）。 

 

同社の事業は 11 年 6 月に、代表取締役である吉弘 和正氏が個人事業

として開始した。会社設立は同年 12 月で、「出会いの場の創出と地域

活性化」を事業目的としている。その後様々なイベントを企画して実

施し、事業規模を拡大している。 

 

 

 

 

◆ 単一事業セグメントだが売上高は二種類に分類される 

同社の事業は、インターネットサイト運営事業の単一セグメントであ

るが、売上高については「イベント EC サイト運営サービス」、「WEB

サイト運営サービス」に分類されている（図表 2）。各サービスの詳

細については、ビジネスモデルの項で詳述する。 
 

 

 

 

 

 

＞ 事業内容 

【 図表 2 】売上高の内訳             (単位：百万円） 

注 1）「街コンジャパン」 

街+合コン+ジャパン（日本を応

援する）を組み合わせて命名し

た。街を盛り上げる、街コンイ

ベントを通じて日本を応援する

という意味を込めている。 

 

注 2）「街バルジャパン」 

街+スペイン語の BAR（食堂と

バーが一緒になったような飲食

店）+ジャパン（日本を応援する）

を組み合わせて命名した。 

 

注 3）「恋活」 

恋愛をするための、出会いを求

める活動の総称。 

 

 

 

 

（出所）リンクバル有価証券届出書及び決算短信より証券リサーチセンター作成 

（出所）リンクバル WEB サイトより証券リサーチセンター作成 

【 図表 1 】リンクバルの運営サイト       

売上高区分 14/9期 15/9期 構成比 前期比

イベントECサイト運営サービス 1,168 1,701 98.8% 45.6%

WEBサイト運営サービス 7 20 1.2% 179.1%

合計 1,175 1,722 100.0% 46.5%
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◆ 街コンイベントの開催による収入が売上の大部分を占める 

同社の売上高は「イベント EC サイト運営サービス」、「WEB サイト

運営サービス」に分類される。「イベント EC サイト運営サービス」

が売上の大部分（約 99%、15/9 期実績）を占めている。 

 

「イベント EC サイト運営サービス」では「街コンジャパン」と「街

バルジャパン」を運営している。 

 

「街コンジャパン」では、街コンイベント EC サイト運営による収入

（他社開催イベントの掲載料、集客手数料）と、同社が主催する街コ

ンイベントの開催による収入（参加料、連携企業からの協賛金）があ

り、自社イベントの開催による収入が売上高全体の約 64%を占めて

いる（図表 3）。 

 

「街バルジャパン」では、街バルイベント EC サイト運営による収入

（他社開催イベントの掲載料、集客手数料）と同社が主催する街バル

イベントの開催による収入（参加料、連携企業からの協賛金）があり、

自社イベントの開催による収入が売上高全体の約 3%を占めている。 

 

 

 

 

 

同社の売上原価は全てイベント開催費（イベントで使用する飲食店等

に支払う利用代金）で、売上総利益率は 15/9 期実績で 71.3%、販売

費及び一般管理費（以下、販管費）の大きな部分を占めるのは広告宣

伝費、人件費、業務委託費などである。売上高営業利益率は 15/9 期

実績で 15.4%となっている。 

＞ ビジネスモデル 

【 図表 3 】売上構成比（15/9 期実績）               

（出所）リンクバル決算短信より証券リサーチセンター作成 

WEBサイト運営

1.2％

街コン（自社開催）

64.4％

街コン（他社開催）

31.5％

街バル（他社開催）

0.1％

街バル（自社開催）

2.8％
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◆ 「イベント EC サイト運営サービス」 

1）「街コンジャパン」の業務内容 

・街コンイベント EC サイトの運営 

街コンイベントの EC サイトである「街コンジャパン」を通じて、街

コンイベント情報をユーザーであるイベント参加者に提供している。

掲載されている情報は、同社が主催する街コンイベントにとどまらず、

日本全国の各イベント主催者が企画するものまで網羅している。 

 

イベント参加者は、魅力的な街コンイベントを選択して比較検討し、

WEB サイトから参加申し込み、会員登録、クレジットや電子マネー

による参加料の支払いまでを行うことができる。 

 

・街コンイベントの開催 

同社では、街コンイベントを「出会いの場の創出」と「地域活性化」

の役割を担うものと位置付けており、「1 つの街をイベント会場にす

る」ことを目指している。街コンイベントには、「街コン」と「プチ

街コン」の 2 形態があり、前者は、参加者が複数の飲食店を回りなが

ら交流するイベント、後者は参加者が 1 店舗で交流するイベントであ

る。同社は主催者として、この両形態のイベントの企画から運営まで

一貫して手掛けている。 

 

イベントの企画から開催までの流れは以下の通りである。 

①同社のイベントプランナーが街コンイベントの開催日程、開催エリ

ア、参加料、参加者条件等の概要を企画する。 

②企画したイベントの概要に沿って、街コンイベントの会場となる飲

食店を募る。 

③イベント情報を EC サイト「街コンジャパン」に掲載し、参加者を

募り、参加者からイベント参加料を受領する。 

④イベントプランナーが、企画した街コンイベントを開催する。 

 

街コンイベントの特徴の一つとして、企業が商品やサービスのプロモ

ーション活動の一環として利用することが挙げられる。同社では、航

空会社やゲームソフトメーカーなど、様々な業種の企業と連携した街

コンの企画・運営も実施している。 

 

街コンイベントを活用した企業プロモーションの流れは以下の通り

である。 

①「街コンジャパン」を通じて、商品プロモーションを希望する企業

を募る。 

②商品プロモーションを希望する企業は、「街コンジャパン」でイベ

ントの宣伝活動を行い、商品の認知度向上を図る。 

③商品プロモーションを実施した企業から協賛金を受領する。 
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街コンジャパンの登録会員数は、事業開始以来順調に伸びており、16

年 3 月末現在、約 60 万人という規模になっている（図表 4） 

 

 

 

 

 

 

2）「街バルジャパン」の業務内容 

・街バルイベント EC サイトの運営 

街バルイベントとは、チケット制で複数の飲食店を食べ歩き・飲み歩

きするグルメイベントのことである。「街バルジャパン」は、地域社

会における交流を目的としたグルメイベント情報を WEB 上で提供し、

地域活性化や企業と人々との連携強化に寄与することを目指してい

る。 

 

「街バルジャパン」に掲載されている開催情報は、同社が主催するも

のに加え、全国で開催される街バルイベントやグルメイベントを網羅

しており、検索から申込み、代金の支払いまでを WEB 上で行うこと

ができる。 

 

・街バルイベントの開催 

街バルイベントの企画立案から運営までを手掛けている。街バルイベ

ントは、企業が商品やサービスのプロモーションのために利用するこ

ともあり、不動産会社や広告代理店といった様々な業種の企業と連携

したイベントも開催している。 

 

 

 

 

 

【 図表 4 】「街コンジャパン」登録会員数の推移                  

（出所）リンクバル決算説明会資料より証券リサーチセンター作成 
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◆「WEB サイト運営サービス」 

1）「恋学」の業務内容 

「恋学」は、恋愛や恋活に悩みを持つ女性を対象として、悩みを解決

する様々な手段を紹介する情報サイトである。サイトに掲載する情報

は、「街コンジャパン」で実施したイベント参加者へのアンケートを

基にしており、同年代の女性の生の声を反映した情報が得られるのが

特徴となっている。同社は、「恋学」サイトへの広告掲載企業を募り、

広告掲載した企業から広告料を受領している（図表 5）。 

 

2）「婚活ジャパン」の業務内容 

「婚活ジャパン」は、結婚相談所への入会を検討あるいは希望してい

る独身男女を対象としており、複数の結婚相談所の価格や特徴などの

情報を提供し、資料請求ができるサイトである。同社は、ユーザーか

らの資料請求を受付けた結婚相談所から手数料を受領している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図表 5 】リンクバルの事業系統図                     
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広告掲載企業
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情報閲覧

恋愛情報提供
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送客

宣伝協力

協賛金

資料請求

広告料

手数料

送客

（出所）リンクバル有価証券報告書より証券リサーチセンター作成 
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◆ SWOT 分析 

同社の内部資源（強み、弱み）、および外部環境（機会、脅威）は、

図表 6 のようにまとめられる。 

 

同社の強みは、街コンイベントを他社に先駆けて事業化したことで、

全国的に知名度が高いことにある。また、知名度を生かした集客力と、

高いイベント企画力も同社の競争力の源泉である。その結果として、

イベント数、顧客数とも順調に増加し、業績拡大につながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＞ 強み・弱みの分析 

（出所）証券リサーチセンター 

【 図表 6 】SWOT 分析 

強み

(Strength)

･街コンイベントの先駆けとしての知名度、「街コンジャパン」の集客力

･事業開始以来蓄積した会員データベース

･イベントの企画・運営に関するノウハウ

･消費財・サービス関連の大手企業とのアライアンスでイベントを実施したことでノウハウを蓄積

弱み

(Weakness)

･特定人物（代表取締役社長）への依存度が高い事業運営

･特定サイト（「街コンジャパン」）の売上構成比が高いこと

･事業モデルを模倣される可能性があること

機会

(Opportunity)

･政府による婚活イベント推進の動きが活発化すること

･地方自治体との連携により全国各地でイベント開催が活発化すること

･上場による人材確保の容易化や知名度向上による顧客獲得の容易化

脅威

(Threat)

･個人情報を含む重要情報が漏えいする可能性があること

･競合の増加による事業環境の悪化

･新たな法令等による規制や既存法令の改正が事業に影響を及ぼす可能性
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◆ 16 年 9 月期上期決算の概要 

16/9 期第 2 四半期累計期間（以下、上期）は、売上高が前年同期比 15.3%

増の 948 百万円、営業利益が同 53.8%減の 93 百万円、経常利益が同

45.4%減の 110 百万円、純利益が同 45.5%減の 67 百万円となった。 

 

「街コンジャパン」に、多様な時間帯に開催するイベントや新しい趣

味嗜好をテーマにしたイベント、ハロウィンや年末カウントダウン等

の季節感のあるイベントなどをタイムリーに掲載したことで、参加者

数が順調に伸びた。参加者数増加に伴い、売上高は前年同期比で増収

を維持したが、人件費や地代家賃を中心とした費用増により減益とな

った。 

 

同社は 16年 4月 27日に期初公表の上期業績予想（売上高 965 百万円、

営業利益 35 百万円、経常利益 52 百万円、純利益 30 百万円）の修正を

発表している。営業利益以下が期初予想を大幅に上回ったのは、当初

予定していた人件費や採用教育費の一部が未消化となり、第 3 四半期

以降にずれ込んだためである。 

 

通期業績予想に対する進捗率は、売上高で 42.1%、営業利益で 35.0%、

経常利益で 38.9%、純利益で 40.6%となっている（図表 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞ 決算概要 

【 図表 7 】リンクバルの 16 年 9 月期上期実績       （単位：百万円）         

（注）前年同期比は 15/9 期上期実績と 16/9 期上期実績との比較 

（出所）リンクバル決算短信、決算説明会資料を基に証券リサーチセンター作成 

15/9期 15/9期 16/9期 16/9期通期 進捗率

通期実績 上期実績
上期実績

（A）
前年同期比

会社計画

（B）
（A）/ (B)

売上高 1,722 822 948 15.3% 2,254 42.1%

イベントECサイト運営サービス 1,701 812 933 14.8% － －

WEBサイト運営サービス 20 9 15 62.0% － －

売上総利益 1,228 593 654 10.3% － －

売上総利益率 71.3% 72.1% 69.0% － －

営業利益 264 202 93 △53.8％ 266 35.0%

営業利益率 15.4% 24.6% 9.9% 11.8% －

経常利益 282 202 110 △45.4％ 283 38.9%

経常利益率 16.4% 24.6% 11.7% 12.6% －

純利益 156 124 67 △45.5％ 165 40.6%
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◆三つの重点施策に取り組んでおり、進捗は順調。 

同社では、既存事業の継続的な成長のため、三つの重点施策を掲げて

いる。 

1）開催エリアの拡大 

現在同社は、東京都中央区、大阪市、名古屋市、福岡市、札幌市に拠

点を持ち、これまでのイベントは、ほぼ拠点のあるエリアで開催され

ている。ただ、主要都市以外においても、20～45 歳の未婚男女とい

う潜在顧客は数多く存在し、出会いの場を創出する意義は大きいと推

測される。同社では、現時点では拠点のない東北地方、北陸・信越地

方、中国地方、四国地方などで積極的にイベントを開催し、業績拡大

につなげていく考えである。 

 

こうした地域においては、自社開催の他、各地域のイベント会社や地

方自治体との連携を深めることによって、イベント開催をスピーディ

に推進していく方向である。 

 

2）イベントカテゴリーの拡大 

これまで開催してきたイベントは、飲食店における交流イベントが主

体であったが、今後はスポーツや旅行、学びなど、カテゴリーを拡大

したイベントを創出することで、参加者層を拡げる方針である。 

 

具体的なイベント例としては、ウォーキングやランニングなど、スポ

ーツを通じて交流をする「スポーツコン」や、カルチャースクールと

交流会をセットにしたイベントなどがある。この上期には、参加者を

同じオフィスビルに勤務する人に限定した「日本橋ビルコン」や「映

画コン」のように同じ趣味を持つ人が交流するイベントなどを実施し

ている。 

 

3）イベント掲載数拡大 

サイトに掲載するイベント数を増やすため、イベント開催時間の多様

化や、開催曜日の拡大を進めていく。開催時間については、飲食店の

アイドルタイム（客数が減少する時間帯、一例ではランチタイムとデ

ィナータイムの間）を活用するイベントを増やし、利用客の選択肢を

拡大する。開催曜日については、平日の夜のイベントを増やすことで、

より幅広い利用者の取り込みを進める方針である。 

 

この上期において開催したイベントの例としては、土曜日のランチタ

イムに開催するノンアルコールでのイベントや、金曜日の夜に開催す

るウォーキングのイベント、日曜日の昼に開催するゴルフのイベント

などがある。 

 

 

＞ 事業戦略の進捗 
sinnchoku 
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◆ 成長に向けた投資を積極化 

上記の施策を進めるためには、地方エリア展開のためのイベントプラ

ンナーの確保や、システム関連の人材確保を機動的に進めることが必

要となる。同社は、人材採用・育成や広告宣伝に関する投資を積極化

し、今後の継続的な成長を目指す考えである。 

 

◆ 新規事業の推進 

これまでの事業展開のなかで蓄積してきたノウハウを生かし、周辺ビ

ジネスへの拡大や新規ビジネスへの参入も積極化する考えを持って

いる。 

 

現在取り組んでいるのは、「街コンジャパン」、「街バルジャパン」の

会員データベースを活用した新規事業である。新規事業領域としては、

有料プレミアム会員事業、飲食マーケティング事業、アプリ事業など

を挙げている（図表 8）。 

 

 

  

新規事業領域

　 街コン・街バル 会員事業

　　　参加者 ・有料プレミアム会員

マーケティング事業

・市場調査事業

・飲食店送客事業

・小売店送客事業

・WEBサービス送客事業

アプリ事業

・会員交流サービス

企業アライアンス

イベント参加飲食店

会員の

属性データ

【 図表 8 】新規事業の概要 

（出所）リンクバル決算説明会資料より証券リサーチセンター作成 
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◆ リンクバルによる 16 年 9 月期業績予想 

16/9期の会社計画は期初公表通りで、売上高 2,254百万円（前期比 30.9%

増）、営業利益 266 百万円（同 0.6%増）、経常利益 283 百万円（同 0.2%

増）、当期純利益 165 百万円（同 5.6%増）である。 

 

売上高が大幅に伸びる見通しなのは、掲載イベント数、登録会員数と

もに伸びており、実施イベント数が前期より増加することが予想され

るためである。 

 

営業利益以下が小幅な伸びにとどまる計画であるのは、今後の事業展

開に向けた人材獲得を積極的に行うことから、人件費を中心とするコ

ストの増加を見込んでいるためである。 

 

成長重視の投資を優先するという判断から、内部留保を優先して、無

配を継続する予定である。 

 

 

◆ 証券リサーチセンターの業績予想 

証券リサーチセンター（以下、当センター）では、同社の 16/9 期業績

について、売上高 2,254 百万円（前期比 30.9%増）、営業利益 266 百万

円（同 0.6%増）、経常利益 283 百万円（同 0.2%増）、当期純利益 165

百万円（同 5.6%増）と、会社計画と同水準の業績予想を据え置くこと

とした（図表 9）。 

 

当センターでは、業績予想を策定する上で、以下の想定をした。 

 

1）サービス別の売上高については、イベント EC サイト運営サービス

が 2,214 百万円、WEB サイト運営サービスが 40 百万円と想定してい

る。登録会員数は 15/9 期比 20%程度増加すると予想している。 

 

2）16/9 期の売上総利益率は前期と同水準の 71.3%と予想する。販管費

率については、人件費の増加が主な要因で 15/9 期比 3.6%ポイント悪化

すると想定している。 

 

 

 

 

◆ リンクバルの中期業績予想 

同社は期間を定めての中期経営目標は発表していないものの、当面は

イベント開催数を増加させることで業績拡大を図る方針である。また、

周辺ビジネスや新規ビジネスへの展開により中長期的な成長を目指す

考えを持っており、積極的な人材獲得などを進めている。 

＞ 業績予想 

＞ 中期業績予想 
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◆ 証券リサーチセンターの中期業績予想 

当センターでは 17/9 期以降もイベントエリアやカテゴリーの拡大がイ

ベント開催数増加につながり、売上高、利益の成長が継続することを

予想している。業績予想については前回予想を据え置いており、17/9

期の売上高は前期比 25.6%増の 2,830 百万円、営業利益は同 38.3%増の

368 百万円、18/9 期の売上高は前期比 25.1%増の 3,540 百万円、営業利

益は同 36.4%増の 502 百万円を予想している。 

 

予想の前提は以下の通りである。 

 

1）「街コンジャパン」登録会員数は年率 20%のペースで増加すると想

定している。1 イベント当たりの売上高は 15/9 期からほぼ横ばいで、

イベント開催数の増加が売上増加につながると予想した。 

 

2）売上総利益率は 17/9 期以降、毎期 0.2%ポイント改善することを想

定した。販管費率は 16/9 期に人件費や広告宣伝費の増加で一時的に悪

化するものの、その後は毎期 1.0%ポイント改善することを予想してい

る。 

 

 

 

 

【 図表 9 】証券リサーチセンターの業績予想                  （単位：百万円） 

（出所）リンクバル有価証券届出書、決算短信より証券リサーチセンター作成 

決 算 期 14/9 15/9 16/9CE 16/9E 17/9E 18/9E

損益計算書

売上高 1,175 1,722 2,254 2,254 2,830 3,540

前期比 81.8% 46.5% 30.9% 30.9% 25.6% 25.1%

　サービス別

　　イベントECサイト運用サービス 1,168 1,701 - 2,214 2,770 3,460

　　WEBサイト運用サービス 7 20 - 40 60 80

売上総利益 855 1,228 - 1,607 2,023 2,538

前期比 92.5% 43.5% - 30.9% 25.9% 25.5%

売上総利益率 72.8% 71.3% - 71.3% 71.5% 71.7%

販売費及び一般管理費 684 963 - 1,341 1,655 2,035

販管費率 58.2% 55.9% - 59.5% 58.5% 57.5%

営業利益 171 264 266 266 368 502

前期比 637.8% 54.8% 0.6% 0.6% 38.3% 36.4%

営業利益率 14.6% 15.4% 11.8% 11.8% 13.0% 14.2%

経常利益 171 282 283 283 385 519

前期比 383.3% 65.3% 0.2% 0.2% 36.0% 34.8%

経常利益率 14.6% 16.4% 12.6% 12.6% 13.6% 14.7%

当期純利益 115 156 165 165 224 302

前期比 360.8% 35.9% 5.6% 5.6% 35.8% 34.8%
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◆ イベントの健全性の維持 

街コンイベントは、異性との交流の場を提供することが主要な目的で

あるため、未成年者等を排除し、健全性を確保維持することが必要と

なる。同社では、身分証明書の提示などを利用規約に明記するととも

に、利用規約が守られているかを現場で抜き打ち視察するなどの施策

を実施している。 

 

現在はイベントの健全性は維持されているものの、何らかのトラブル

が発生した場合には、同社への信頼性やブランドが毀損され、事業展

開に影響が出る可能性がある。 

 

◆ 個人情報流出のリスク 

同社は、サイト上で登録された会員の個人情報を取得して利用してい

るため、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者

としての義務を課されている。 

 

情報に関する保護管理体制の強化には取り組んでいるものの、個人情

報流出、不正使用に対しては、一定のリスクがつきまとうことには留

意が必要である。 

 

◆ 配当について 

同社では、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け

ている。しかし、現在は財務体質の強化と事業拡大に向けた投資が先

行するため、配当を実施していない。配当の実施及びその時期につい

ては現時点では未定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞ 投資に際しての留意点 
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証券リサーチセンターは、株式市場の活性化に向けて、中立的な立場から、アナリスト・カバーが不十分な企業を中心にアナリス

ト・レポートを作成し、広く一般にレポートを公開する活動を展開しております。 
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「ホリスティック企業レポートとは」 

ホリスティック企業レポートとは、証券リサーチセンターが発行する企業調査レポートのことを指します。ホリスティック企業レ

ポートは、企業側の開示資料及び企業への取材等を通じて収集した情報に基づき、企業価値創造活動の中長期の持続可能性及び株

価評価などの統合的分析結果を提供するものです 
 

 魅力ある上場企業を発掘 

新興市場を中心に、アナリスト・カバーがなく、独自の製品・技術を保有している特徴的な企業を発掘します 

 企業の隠れた強み・成長性を評価 

本レポートは、財務分析に加え、知的資本の分析手法を用いて、企業の強みを評価し、企業の潜在的な成長性を伝えます。さらに、

今後の成長を測る上で重要な KPI（業績指標）を掲載することで、広く投資判断の材料を提供します 

 第三者が中立的・客観的に分析 

中立的な立場にあるアナリストが、企業調査及びレポートの作成を行い、質の高い客観的な企業情報を提供します 

本レポートは、企業価値を「財務資本」と「非財務資本」の両側面から包括的に分析・評価しております 

企業の価値は、「財務資本」と「非財務資本」から成ります。 

「財務資本」とは、これまでに企業活動を通じて生み出したパフォーマンス、つまり財務諸表で表される過去の財務成果であり、

目に見える企業の価値を指します。 

それに対して、「非財務資本」とは、企業活動の幹となる「経営戦略／ビジネスモデル」、経営基盤や ITシステムなどの業務プロ

セスや知的財産を含む「組織資本」、組織の文化や意欲ある人材や経営陣などの「人的資本」、顧客との関係性やブランドなどの「関

係資本」、社会との共生としての環境対応や社会的責任などの「ESG活動」を指し、いわば目に見えない企業の価値のことを言いま

す。 

本レポートは、目に見える価値である「財務資本」と目に見えない価値である「非財務資本」の両面に 

着目し、企業の真の成長性を包括的に分析・評価したものです。 
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本レポートの特徴 

本レポートの構成 

証券リサーチセンターについて 

  東証、証券会社、監査法人など 

証券リサーチセンター 上場企業 投資家・マスコミなど 

独自にカバー対象企業を選定し、

取材・レポート作成 

Web サイト、スマホアプリ等を

通してレポート提供（原則、無償） 

 

協賛 

上場企業による費用負担なし 
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 PER（Price Earnings Ratio） 

株価を 1株当たり当期純利益で除し

たもので、株価が 1株当たり当期純

利益の何倍まで買われているのかを

示すものです 
 

 PBR（Price Book Value Ratio） 

株価を 1株当たり純資産で除したも

ので、株価が 1株当たり純資産の何

倍まで買われているのかを示すもの

です 
 

 配当利回り 

1株当たりの年間配当金を、株価で除

したもので、投資金額に対して、どれ

だけ配当を受け取ることができるか

を示すものです 

 ESG 

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情

報を指します。近年、環境問題への関

心や企業の社会的責任の重要性の高

まりを受けて、海外の年金基金を中心

に、企業への投資判断材料として使わ

れています 
 

 SWOT分析 

企業の強み （ Strength ）、弱み

（Weakness）、機会（Opportunity）、

脅威（Threat）の全体的な評価を

SWOT分析と言います 
 

 KPI （Key Performance Indicator） 

企業の戦略目標の達成度を計るため

の評価指標（ものさし）のことです 

 知的資本 

顧客関係や業務の仕組みや人材力な

どの、財務諸表には表れないが、財務

業績を生み出す源泉となる「隠れた経

営資源」を指します 
 

 関係資本 

顧客や取引先との関係、ブランド力な

ど外部との関係性を示します 
 

 組織資本 

組織に内在する知財やノウハウ、業務

プロセス、組織・風土などを示します 
 

 人的資本 

経営陣と従業員の人材力を示します 
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