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本資料は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下：当社）の業界動向、

事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込又は予想に基

づいた将来展望についても言及しています。

これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在しま

す。すでに知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の

要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可

能性があります。

当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来

展望と異なる場合があります。

本資料における将来展望に関する表明は、2022年５月12日現在において利用

可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を

反映して、将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものでは

ありません。
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売上高「31.8％増」営業利益「15.2％増」
上場来４期連続で過去最高益を更新


earnings results





						20年３月期		21年３月期		22年３月期

				（百万円）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		（連結）		前期比						Q4:2003		Q4:2103		Q4:2203		前期比 ゼンキヒ

				売上高		2,790		4,158		5,482		+31.8%						2,790,820,673		4,158,862,727		5,482,410,581		31.8%

				営業利益		523		759		874		+15.2%						523,336,901		759,502,828		874,684,011		15.2%		1.15		倍 バイ

				　営業利益率		18.8%		18.3%		16.0%		-2.3㌽						18.80%		18.30%		16.00%		-2.3

				経常利益		504		734		828		+12.8%						504,242,159		734,276,561		828,614,901		12.8%		1.13		倍 バイ

				親会社帰属純利益		447		564		696		+23.3%						447,567,824		564,497,581		696,004,808		23.3%		1.23		倍 バイ

				EBITDA		861		1,280		1,539		+20.3%						861,421,371		1,280,309,122		1,539,596,638		20.3%

				1株当たり利益（円） カブ ア リエキ エン		34.38		40.97		47.26		+6.29円						34.38		40.97		47.26		6.29				倍 バイ

				1株当たり配当（円） カブ ア ハイトウ エン		16.00		18.00		24.00		+6.00円						16.00		18.00		24.00		6.00



						2020年３月期		2021年３月期		2022年３月期

						第３四半期		第３四半期		第３四半期

				（百万円）		（連結） レンケツ		（連結） レンケツ		（連結）		前期比						3Q:1912		3Q:2012		3Q:2112		前期比 ゼンキヒ

				売上高		1,723		2,754		3,614		+31.2%						1,723,240,049		2,754,198,879		3,614,388,774		31.2%

				営業利益		217		389		409		+5.1%						217,974,657		389,863,943		409,555,701		5.1%		1.05		倍 バイ

				　営業利益率		12.6%		14.2%		11.3%		-2.9㌽						12.60%		14.20%		11.30%		-2.900

				経常利益		212		371		367		-1.2%						212,798,855		371,714,033		367,314,909		-1.2%		0.99		倍 バイ

				親会社帰属四半期純利益		140		182		203		+11.6%						140,281,451		182,517,361		203,757,443		11.6%		1.12		倍 バイ

				EBITDA		442		759		897		+18.2%						442,957,403		759,300,724		897,179,448		18.2%

				1株当たり利益（円） カブ ア リエキ エン		10.81		13.26		13.89		+0.63円						10.81		13.26		13.89		0.63



						2020年３月期		2021年３月期		2022年３月期

						第２四半期		第２四半期		第２四半期

				（百万円）		（単体）		（連結）		（連結）		前期比						1Q:1909		1Q:2009		1Q:2109		前期比 ゼンキヒ

				売上高		1,103		1,766		2,427		+37.4%						1,103,085,001		1,766,883,848		2,427,292,745		37.4%

				営業利益		138		262		304		+15.8%						138,511,210		262,736,609		304,312,926		15.8%		1.16		倍 バイ

				　営業利益率		12.6%		14.9%		12.5%		-2.4㌽						12.60%		14.90%		12.50%		-2.400

				経常利益		133		247		265		+7.1%						133,552,990		247,579,493		265,166,673		7.1%		1.07		倍 バイ

				親会社帰属四半期純利益		87		131		149		+13.9%						87,890,559		131,251,034		149,539,142		13.9%		1.14		倍 バイ

				EBITDA		281		501		623		+24.5%						281,687,619		501,016,029		623,943,642		24.5%

				1株当たり利益（円） カブ ア リエキ エン		6.77		9.54		10.28		+0.74円						6.77		9.54		10.28		0.74



						2020年３月期		2021年３月期		2022年３月期

						第１四半期		第１四半期		第１四半期

				（百万円）		（単体）		（連結）		（連結）		前期比						1Q:1906		1Q:2006		1Q:2106		前期比 ゼンキヒ

				売上高		503		823		1,127		+37.0%						503,401,880		823,123,657		1,127,927,471		37.0%

				営業利益		32		116		111		-4.2%						32,511,925		116,705,088		111,782,855		-4.2%		0.96		倍 バイ

				　営業利益率		6.5%		14.2%		9.9%		-4.3㌽						6.50%		14.20%		9.90%		-4.300

				経常利益		30		106		82		-22.6%						30,148,747		106,563,882		82,489,818		-22.6%		0.77		倍 バイ

				親会社帰属四半期純利益		19		67		41		-38.2%						19,136,994		67,588,780		41,747,964		-38.2%		0.62		倍 バイ

				EBITDA		102		230		270		+17.6%						102,090,576		230,324,983		270,785,320		17.6%

				1株当たり利益（円） カブ ア リエキ エン		1.47		4.92		2.94		-1.98円						1.47		4.92		2.94		(1.98)



						2019年３月期		2020年３月期		2021年３月期

				（百万円）		（単体）		（連結） レンケツ		（連結）		前期比						Q4:1903		Q4:2003		Q4:2103		前期比 ゼンキヒ

				売上高		2,032		2,790		4,158		+49.0%						2,032,532,504		2,790,820,673		4,158,862,727		49.0%

				営業利益		256		523		759		+45.1%						256,944,341		523,336,901		759,502,828		45.1%		1.45		倍 バイ

				　営業利益率		12.6%		18.8%		18.3%		-0.5㌽						12.60%		18.80%		18.30%		-0.5

				経常利益		208		504		734		+45.6%						208,434,253		504,242,159		734,276,561		45.6%		1.46		倍 バイ

				親会社帰属純利益		253		447		564		+26.1%						253,141,998		447,567,824		564,497,581		26.1%		1.26		倍 バイ

				EBITDA		494		861		1,280		+48.6%						494,277,575		861,421,371		1,280,309,122		48.6%

				1株当たり利益（円） カブ ア リエキ エン		22.04		34.38		40.97		+6.59円						22.04		34.38		40.97		6.59				倍 バイ

				1株当たり配当（円） カブ ア ハイトウ エン		－		16.00		18.00		+2.00円						ー		16.00		18.00		2.00



						2019年３月期		2020年３月期		2021年３月期

						第３四半期		第３四半期		第３四半期

				（百万円）		（単体）		（連結） レンケツ		（連結）		前期比						3Q:1812		3Q:1912		3Q:2012		前期比 ゼンキヒ

				売上高		1,419		1,723		2,754		+59.8%						1,419,304,296		1,723,240,049		2,754,198,879		59.8%

				営業利益		140		217		389		+78.9%						140,423,642		217,974,657		389,863,943		78.9%		1.79		倍 バイ

				　営業利益率		9.9%		12.6%		14.2%		+1.6㌽						9.90%		12.60%		14.20%		1.6

				経常利益		130		212		371		+74.7%						130,865,229		212,798,855		371,714,033		74.7%		1.75		倍 バイ

				親会社帰属四半期純利益		111		140		182		+30.1%						111,185,930		140,281,451		182,517,361		30.1%		1.30		倍 バイ

				EBITDA		309		442		759		+71.4%						309,555,924		442,957,403		759,300,724		71.4%



						2019年３月期		2020年３月期		2021年３月期

						第２四半期		第２四半期		第２四半期

				（百万円）		（単体）		（単体）		（連結）		前期比						2Q:1809		2Q:1909		2Q:2009		前期比 ゼンキヒ

				売上高		902		1,103		1,766		+60.2%						902,049,376		1,103,085,001		1,766,883,848		60.2%

				営業利益		74		138		262		+89.7%						74,324,536		138,511,210		262,736,609		89.7%		1.90		倍 バイ

				　営業利益率		8.2%		12.6%		14.9%		+2.3㌽						8.20%		12.60%		14.90%		2.3

				経常利益		72		133		247		+85.4%						72,106,834		133,552,990		247,579,493		85.4%		1.85		倍 バイ

				親会社帰属四半期純利益		45		87		131		+49.3%						45,582,277		87,890,559		131,251,034		49.3%		1.49		倍 バイ

				EBITDA		179		281		501		+77.9%						179,361,235		281,687,619		501,016,029		77.9%





earnings results(ENG)



						FY2020*		FY2021*		FY2022

				(JPY in million)		Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes						Q4:2003		Q4:2103		Q4:2203		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		2,790		4,158		5,482		+31.8%						2,790,820,673		4,158,862,727		5,482,410,581		31.80%

				Operating profit		523		759		874		+15.2%						523,336,901		759,502,828		874,684,011		15.20%		1.15		倍 バイ

				　OP margin		18.8%		18.3%		16.0%		-2.3pts						18.80%		18.30%		16.00%		-2.3

				Ordinary profit		504		734		828		+12.8%						504,242,159		734,276,561		828,614,901		12.80%		1.13		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		447		564		696		+23.3%						447,567,824		564,497,581		696,004,808		23.30%		1.23		倍 バイ

				EBITDA		861		1,280		1,539		+20.3%						861,421,371		1,280,309,122		1,539,596,638		20.30%

				Profit attributable to
Parent Company per Share		34.38		40.97		47.26		+15.4%						34.38		40.97		47.26		0.15		1.15		倍 バイ

				Dividend Per Share		－		18.00		24.00		+33.3%						16.00		18.00		24.00		0.33





						FY2020 Q3		FY2021 Q3		FY2022 Q3

				(JPY in million)		Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes						3Q:1812		3Q:1912		3Q:2012		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		1,723		2,754		3,614		+31.2%						1,723,240,049		2,754,198,879		3,614,388,774		31.2%

				Operating profit		217		389		409		+5.1%						217,974,657		389,863,943		409,555,701		5.1%		1.05		倍 バイ

				　OP margin		12.6%		14.2%		11.3%		-2.9pts						12.60%		14.20%		11.30%		-2.900

				Ordinary profit		212		371		367		-1.2%						212,798,855		371,714,033		367,314,909		-1.2%		0.99		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		140		182		203		+11.6%						140,281,451		182,517,361		203,757,443		11.6%		1.12		倍 バイ

				EBITDA		442		759		897		+18.2%						442,957,403		759,300,724		897,179,448		18.2%

				Profit attributable to
Parent Company per Share		10.81		13.26		13.89		+0.63JPY						10.81		13.26		13.89		0.63





						Q2 FY2020 		Q2 FY2021		Q2 FY2022

				(JPY in million)		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes						1Q:1906		1Q:2006		1Q:2106		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		1,103		1,766		2,427		+37.4%						1,103,085,001		1,766,883,848		2,427,292,745		37.4%

				Operating profit		138		262		304		+15.8%						138,511,210		262,736,609		304,312,926		15.8%		1.16		倍 バイ

				　OP margin		12.6%		14.9%		12.5%		-2.4pts						12.60%		14.90%		12.50%		-2.400

				Ordinary profit		133		247		265		+7.1%						133,552,990		247,579,493		265,166,673		7.1%		1.07		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		87		131		149		+13.9%						87,890,559		131,251,034		149,539,142		13.9%		1.14		倍 バイ

				EBITDA		281		501		623		+24.5%						281,687,619		501,016,029		623,943,642		24.5%

				Profit attributable to
Parent Company per Share		6.77		9.54		10.28		+0.74JPY						6.77		9.54		10.28		0.74				倍 バイ





						Q1 FY2020 		Q1 FY2021		Q1 FY2022

				(JPY in million)		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes						1Q:1906		1Q:2006		1Q:2106		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		503		823		1,127		+37.0%						503,401,880		823,123,657		1,127,927,471		37.0%

				Operating profit		32		116		111		-4.2%						32,511,925		116,705,088		111,782,855		-4.2%		0.96		倍 バイ

				　OP margin		6.5%		14.2%		9.9%		-4.3pts						6.50%		14.20%		9.90%		-4.300

				Ordinary profit		30		106		82		-22.6%						30,148,747		106,563,882		82,489,818		-22.6%		0.77		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		19		67		41		-38.2%						19,136,994		67,588,780		41,747,964		-38.2%		0.62		倍 バイ

				EBITDA		102		230		270		+17.6%						102,090,576		230,324,983		270,785,320		17.6%

				Profit attributable to
Parent Company per Share		1.47		4.92		2.94		-1.98JPY						1.47		4.92		2.94		(1.98)				倍 バイ





						FY2019*		FY2020*		FY2021

				(JPY in million)		Non-Consolidated		Consolidated		Consolidated		Changes						Q4:1903		Q4:2003		Q4:2103		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		2,032		2,790		4,158		+49.0%						2,032,532,504		2,790,820,673		4,158,862,727		49.00%

				Operating profit		256		523		759		+45.1%						256,944,341		523,336,901		759,502,828		45.10%		1.45		倍 バイ

				　OP margin		12.6%		18.8%		18.3%		+-0.5pts						12.60%		18.80%		18.30%		-0.5

				Ordinary profit		208		504		734		+45.6%						208,434,253		504,242,159		734,276,561		45.60%		1.46		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		253		447		564		+26.1%						253,141,998		447,567,824		564,497,581		26.10%		1.26		倍 バイ

				EBITDA		494		861		1,280		+48.6%						494,277,575		861,421,371		1,280,309,122		48.60%

				Profit attributable to
Parent Company per Share		22.04		34.38		40.97		+19.2%						22.04		34.38		40.97		0.19		1.19		倍 バイ

						－		16.00		18.00		+12.5%						ー		16.00		18.00		0.13





						FY2019 Q3*		FY2020 Q3*		FY2021 Q3

				(JPY in million)		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes						3Q:1812		3Q:1912		3Q:2012		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		1,419		1,723		2,754		+59.8%						1,419,304,296		1,723,240,049		2,754,198,879		59.80%

				Operating profit		140		217		389		+78.9%						140,423,642		217,974,657		389,863,943		78.90%		1.79		倍 バイ

				　OP margin		9.9%		12.6%		14.2%		+1.6pts						9.90%		12.60%		14.20%		1.6

				Ordinary profit		130		212		371		+74.7%						130,865,229		212,798,855		371,714,033		74.70%		1.75		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		111		140		182		+30.1%						111,185,930		140,281,451		182,517,361		30.10%		1.30		倍 バイ

				EBITDA		309		442		759		+71.4%						309,555,924		442,957,403		759,300,724		71.40%

				Profit attributable to
Parent Company per Share





						FY2019 Q2*		FY2020 Q2*		FY2021 Q2

				(JPY in million)		Non-Consolidated		Non-Consolidated		Consolidated		Changes						2Q:1809		2Q:1909		2Q:2009		前期比 ゼンキヒ

				Net sales		902		1,103		1,766		+60.2%						902,049,376		1,103,085,001		1,766,883,848		60.20%

				Operating profit		74		138		262		+89.7%						74,324,536		138,511,210		262,736,609		89.70%		1.90		倍 バイ

				　OP margin		8.2%		12.6%		14.9%		+2.3pts						8.20%		12.60%		14.90%		2.3

				Ordinary profit		72		133		247		+85.4%						72,106,834		133,552,990		247,579,493		85.40%		1.85		倍 バイ

				Profit attributable to
Parent Company		45		87		131		+49.3%						45,582,277		87,890,559		131,251,034		49.30%		1.49		倍 バイ

				EBITDA		179		281		501		+77.9%						179,361,235		281,687,619		501,016,029		77.90%





forecast

																																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

																														18年3月期 ネン ガツキ		19年3月期 ネン ガツキ		20年3月期 ネン ガツキ		21年3月期 ネン ガツキ		22年3月期 ネン ガツキ		23年3月期 ネン ガツキ

																												メディア収入 シュウニュウ		763		953		1,351		1,535		2,353		3,100

																												ソリューション収入 シュウニュウ		917		1,078		1,449		2,635		3,148		4,400

																												営業利益 エイギョウ リエキ		110		256		523		759		874		1,250

																												EBITDA		291		494		861		1,280		1,539		2,150

																																								（単位：円） タンイ エン

																												メディア収入 シュウニュウ		763,238,215		953,550,142		1,351,207,354		1,535,020,853		2,353,927,245		3,100,000,000

																												ソリューション収入 シュウニュウ		917,812,015		1,078,982,362		1,449,113,319		2,635,319,913		3,148,641,186		4,400,000,000

																												営業利益 エイギョウ リエキ		110,644,379		256,944,341		523,336,901		759,502,828		874,684,011		1,250,000,000

																												EBITDA		291,182,240		494,277,575		861,421,371		1,280,309,122		1,539,596,638		2,150,000,000

																																								※丸め前 マル マエ

																																						5482410581		7500000000		37%

																																						874684011		1250000000		43%

																																						1539596638		2150000000		40%

																																																2022年３月期計画 ネン ガツキ ケイカク

																																																 売上高 ウリアゲダカ				5,522百万円 ヒャクマンエン				前年比32％増 ゼンネンヒ ゾウ

																																																 営業利益 エイギョウリエキ				900百万円 ヒャクマンエン				16％増 ゾウ

																		旧 キュウ																														 EBITDA				1,587百万円 ヒャクマンエン				22％増 ゾウ

																																																23年3月期計画 ネン ガツキ ケイカク

																																																 売上高 ウリアゲダカ				7,500百万円 ヒャクマンエン				前年比36.8％増 ゼンネンヒ ゾウ

																																																 EBITDA				2,150百万円 ヒャクマンエン				39.6％増 ゾウ

																																																 営業利益 エイギョウリエキ				1,250百万円 ヒャクマンエン				42.9％増 ゾウ

																																																 親会社帰属当期利益 オヤガイシャ キゾク トウキ リエキ				750百万円 ヒャクマンエン				7.8％増 ゾウ



メディア収入	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	1351	1535	2353	3100	ソリューション収入	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	1449	2635	3148	4400	営業利益	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	523	759	874	1250	EBITDA	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期	861	1280	1539	2150	









売上高（百万円）

営業利益・EBITDA（百万円）



forecast(ENG)

																																								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

																														FY2018.03		2019.03		2020.03		2021.03		2022.03		2023.03(E)

																												Media		763		953		1,351		1,535		2,353		3,100

																												Solution		917		1,078		1,449		2,635		3,148		4,400

																												Operating Profit		110		256		523		759		874		1,250

																												EBITDA		291		494		861		1,280		1,539		2,150

																																								（単位：円） タンイ エン

																												メディア収入 シュウニュウ		763,238,215		953,550,142		1,351,207,354		1,535,020,853		2,353,927,245		3,100,000,000

																												ソリューション収入 シュウニュウ		917,812,015		1,078,982,362		1,449,113,319		2,635,319,913		3,148,641,186		4,400,000,000

																												営業利益 エイギョウ リエキ		110,644,379		256,944,341		523,336,901		759,502,828		874,684,011		1,250,000,000

																												EBITDA		291,182,240		494,277,575		861,421,371		1,280,309,122		1,539,596,638		2,150,000,000

						FY2023 Financial Forecasts

						 Revenue				JPY 7,500m				YoY+37％

						 Op Profit				1,250m				+43%

						 EBITDA				2,150m				+40%

																		Old

						FY2022 Financial Forecasts

						 Revenue				JPY 5,522m				YoY+32％

						 Op Profit				900m				+16%

						 EBITDA				1,587m				+22％



Media	2020.03	2021.03	2022.03	2023.03(E)	1351	1535	2353	3100	Solution	2020.03	2021.03	2022.03	2023.03(E)	1449	2635	3148	4400	Operating Profit	2020.03	2021.03	2022.03	2023.03(E)	523	759	874	1250	EBITDA	2020.03	2021.03	2022.03	2023.03(E)	861	1280	1539	2150	









Operating Profit & EBITDA (in millions)

Revenue - Media & Solutions (in millions)
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activities - by segments01 2022年3月期実績

5

MEDIA SOLUTION
初期・一時売上は全体の３割で安定的に拡大

次期以降のストック売上を牽引
広告宣伝等も活用しながらスケールを拡大

課金サービスを拡充。課金収入は急増

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

20年3月期 21年3月期 22年3月期
ストック収入 初期・一時売上

3,148
（百万円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

20年3月期 21年3月期 22年3月期
広告収入 課金収入 その他

（百万円）

2,353

子会社の下振れを背景にソリューション事業が減速するも、
両事業ともに増収を達成して最高益更新を継続

※ 課金サービスのOEM提供分は「その他」に区分
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activities - media traffic01 2022年3月期実績

6

Q4の急激な市況悪化の影響を受けつつも、
UU数・訪問ユーザー数は高水準を維持
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UU

訪問ユーザー数（右軸）

年度別長期推移（４月～３月）
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百万万

UU:21/03期
UU:22/03期
訪問ﾕｰｻﾞｰ数：21/03期（右軸）
訪問ﾕｰｻﾞｰ数：22/03期（右軸）

四半期別比較
（21/03期・22/03期比較）

 22年３月期通年の平均月間UU数は前期
比46万人減の876万人。訪問ユーザー数
は、同38万人減の2,751万人

 Q1～Q3はUU数、訪問ユーザー数ともに
前期水準を上回って推移したものの、
Q4は市場が加熱した前期から一転して、
急激な市況悪化の煽りを受けて減少

 結果、通期での平均月間UU数、同訪問
ユーザー数は前期を割り込んだものの、
高水準を維持
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minkabu
全平均

minkabu
既存顧客のみ

PT+

21年３月期

22年３月期

activities - solution01 2022年3月期実績

7

ソリューション事業のMRR・ARPUは堅調に拡大

ソリューション・ストック収入
通期

ソリューション・ARPU
通期

（百万円） （万円／月）

1,859 2,195 

21年３月期 22年３月期
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activities - by type of revenue01 2022年3月期実績

8

サブスクリプション売上 売上区分別内訳

2,026 

1,335 

797 

2,474 

1,929 

1,079 

サブスク 広告 初期/一時・その他

21年3月期
（売上合計 4,158)

22年3月期
（売上合計 5,482)

1,860 
2,175 

166 

299 

21年3月期 22年3月期

（百万円）

メディア事業
月額課金収入

ソリューション事業
月額利用料収入

2,474
2,026

注１．百万円未満四捨五入
注２．セグメント間取引控除後売上高

再現性が高い収益構造※ を堅持して拡大
※サブスクリプション収入＋広告収入

サブスクリプション収入は、メディア事業の月額課金収入＋ソリューション事業の月額利用料収入
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activities - by company01 2022年3月期実績

9

子会社の利益貢献が遅延も、サービスへの高需要を確認
グループシナジーの加速に向け新たな統合フェーズへ

営業利益内訳

155 155 

614 
736 

（百万円） 875
759

RF(-21)
MAP(-9)
調整額(14)
PT+ (155)

ミンカブ (736)ミンカブ
(614)

RF (-10)

PT+ (155)
調整額 (-0)

21年3月期 22年3月期

 単体は対計画上振れも、子会社の下振れが営
業利益率の圧迫要因に

 一方、子会社サービスへの市場ニーズは確認
できており、シナジー加速に向け、持分の引
上げやグループ内再編、共同プロジェクトの
推進等、よりシームレスな統合フェーズへの
移行に着手

（百万円） 2021年3月期 2022年3月期

Prop Tech plus（PT+） 155 155

ロボット投信（RF） △10 △21

ﾐﾝｶﾌﾞｱｾｯﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽ（MAP） － △９

連結営業利益貢献合計 145 125

その他連結調整 △0 14

【連結子会社の連結営業利益貢献額内訳】

注．各子会社はのれん、顧客資産等の償却控除後利益
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activities - capex & EBITDA01 2022年3月期実績

1 0

511 606 668

972

494 

861 

1,280 

1,539 

-17
254

612
566

(200)
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期

設備投資 EBITDA EBITDA-設備投資

（百万円）

注．19年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。

EBITDAの安定成長下で成長に向けた投資を継続
22年３月期は本社移転に伴う設備投資により、

フリーキャッシュフローが一時的に減少
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activities - equity ratio01 2022年3月期実績

1 1

増資と増益により純資産比率が向上
強固な財務基盤を背景に事業拡大に向けた積極投資を継続

68% 64% 60%
76%
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2,000
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8,000

10,000

12,000

19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期
純資産 純資産比率

（百万円）

注．2019年3月期は連結子会社を有していないため個別数値を記載しております。
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activities - shareholders01 2022年3月期実績

1 2

日経・QUICKへの第三者割当増資により安定株主の構成比が拡大

21年３月末 22年３月末

株主名 株数 持分比率
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,619,400 11.7%
瓜生　憲 1,245,000 9.0%
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 980,300 7.1%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 808,599 5.9%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 681,800 4.9%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 582,900 4.2%
株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 509,200 3.7%
大塚　至高 410,000 3.0%
高田　隆太郎 288,000 2.1%
日本ガスライン株式会社 260,000 1.9%
上位10位合計 7,385,199 53.4%
発行済み株数合計 13,819,700

株主名 株数 持分比率
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,856,300 12.5%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,560,800 10.5%
瓜生　憲 1,245,000 8.4%
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 980,300 6.6%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 646,800 4.3%
株式会社QUICK 617,200 4.1%
株式会社日本経済新聞社政策投資口 462,900 3.1%
大塚　至高 404,000 2.7%
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 378,200 2.5%
高田　隆太郎 288,000 1.9%
上位10位合計 8,439,500 56.6%
発行済み株数合計 14,907,700

機関投資家
40%

事業会社
15%

個人
27%

役職員
11%

VC
7%機関投資家

41%

事業会社
8%

個人
30%

役職員
12%

VC
9%


上位10株主

				売出し前 ウリダ マエ										2019.03																		43891								44256								44621

						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ

				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		8.8%				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		11.6%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		17.9%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400		11.7%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,856,300		12.5%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		8.5%				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		ERROR:#REF!				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		7.9%				瓜生　憲		1,245,000		9.1%				瓜生　憲		1,245,000		9.0%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		1,560,800		10.5%

				3		株式会社朝日新聞社		850,000		7.4%				3		株式会社朝日新聞社		850,000		ERROR:#REF!				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.6%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				瓜生　憲		1,245,000		8.4%

				4		瓜生憲		833,800		7.2%				4		瓜生　憲		730,000		ERROR:#REF!				株式会社朝日新聞社		850,000		6.5%				株式会社朝日新聞社		850,000		6.2%				BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599		5.9%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		6.6%

				5		起業投資事業有限責任組合２号		825,800		7.2%				5		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		ERROR:#REF!				瓜生　憲		730,000		5.6%				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		5.0%				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		4.9%				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		646,800		4.3%

				6		起業投資事業有限責任組合１号		720,000		6.2%				6		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		ERROR:#REF!				起業投資株式会社		453,700		3.5%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		3.2%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900		4.2%				株式会社QUICK		617,200		4.1%

				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		4.4%				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		ERROR:#REF!				ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		2.9%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		3.2%				株式会社日本カストディ銀行（信託口９）		509,200		3.7%				株式会社日本経済新聞社政策投資口		462,900		3.1%

				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		4.3%				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		ERROR:#REF!				大塚　至高		358,500		2.8%				大塚　至高		358,500		2.6%				大塚　至高		410,000		3.0%				大塚　至高		404,000		2.7%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300		3.3%				9		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		2.6%				野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		2.6%				高田　隆太郎		288,000		2.1%				株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		378,200		2.5%

				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		2.8%				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		ERROR:#REF!				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		2.5%				日本ガスライン株式会社		300,000		2.2%				日本ガスライン株式会社		260,000		1.9%				高田　隆太郎		288,000		1.9%

						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,941,100		60.2%						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,477,000		ERROR:#REF!				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,938,103		53.5%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,099,200		58.9%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		7,385,199		53.4%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,439,500		56.6%

						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		11,536,900								発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		ERROR:#REF!						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		12,979,900						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,744,400						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,819,700						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		14,907,700





開示用円グラフ

						持株数 モチカブ スウ														持株比率 モチカブ ヒリツ

						上場時 ジョウジョウ ジ		2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年３月末 ネン ガツ マツ		2021年３月末 ネン ガツ マツ		2022年３月末 ネン ガツ マツ						上場時 ジョウジョウ ジ		2019.09		2020.03		2021.03		2021.03

				公募増資 コウボ ゾウシ		1,411,000		0		0		0		0						10.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				機関投資家 キカン トウシカ		0		4,657,836		5,827,356		5,700,075		5,901,058						0.0%		35.9%		42.4%		41.2%		39.6%

				事業会社 ジギョウガイシャ		2,168,500		2,025,200		1,955,200		1,105,200		2,185,300						16.7%		15.6%		14.2%		8.0%		14.7%

				個人		992,600		2,194,764		2,351,044		4,126,325		4,013,919						7.7%		16.9%		17.1%		29.9%		26.9%

				役職員 ヤクショクイン		1,008,800		897,100		1,658,600		1,687,000		1,701,123						7.8%		6.9%		12.1%		12.2%		11.4%

				VC		7,367,000		3,205,000		1,952,200		1,201,100		1,106,300						56.9%		24.7%		14.2%		8.7%		7.4%

				その他 タ		0		0		0		0		0						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				合計 ゴウケイ		12,947,900		12,979,900		13,744,400		13,819,700		14,907,700						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0.1089752006116822	0	0.16747889619166043	7.6661080175163543E-2	7.7912248318260102E-2	0.5689725747032337	



公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.35884991409795147	0.15602585536098121	0.16908943828534889	6.9114554041248388E-2	0.24692023821447007	

[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.42398038473851168	0.14225429993306365	0.1710546840895201	0.12067460201973167	0.14203602921917291	


機関投資家
[値]
事業会社
[値]
個人
[値]
役職員[値]
VC
[値]

0	0.41246011129040427	7.9972792462933345E-2	0.29858282017699372	0.1220721144453208	8.6912161624347853E-2	0	





公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.39583959966996923	0.14658867565083816	0.26925139357513234	0.11411035907618211	7.4209972027878213E-2	
上場時

２０１９．０９

２０２０．０３

２０２１．０３

２０２2．０３




上位10株主

				売出し前 ウリダ マエ										2019.03																		43891								44256								44621

						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ						株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ				株主名 カブヌシ メイ		株数 カブスウ		持分比率 モチブン ヒリツ

				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		8.8%				1		ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		1,501,100		11.6%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）		2,456,400		17.9%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,619,400		11.7%				株式会社日本カストディ銀行（信託口）		1,856,300		12.5%

				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		8.5%				2		ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		ERROR:#REF!				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		1,020,000		7.9%				瓜生　憲		1,245,000		9.1%				瓜生　憲		1,245,000		9.0%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		1,560,800		10.5%

				3		株式会社朝日新聞社		850,000		7.4%				3		株式会社朝日新聞社		850,000		ERROR:#REF!				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.6%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		7.1%				瓜生　憲		1,245,000		8.4%

				4		瓜生憲		833,800		7.2%				4		瓜生　憲		730,000		ERROR:#REF!				株式会社朝日新聞社		850,000		6.5%				株式会社朝日新聞社		850,000		6.2%				BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)		808,599		5.9%				ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社		980,300		6.6%

				5		起業投資事業有限責任組合２号		825,800		7.2%				5		起業投資事業有限責任組合２号		619,500		ERROR:#REF!				瓜生　憲		730,000		5.6%				ＦｉｎＴｅｃｈビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		5.0%				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		681,800		4.9%				FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合		646,800		4.3%

				6		起業投資事業有限責任組合１号		720,000		6.2%				6		起業投資事業有限責任組合１号		540,000		ERROR:#REF!				起業投資株式会社		453,700		3.5%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		439,800		3.2%				日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		582,900		4.2%				株式会社QUICK		617,200		4.1%

				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		4.4%				7		ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合		501,900		ERROR:#REF!				ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		381,503		2.9%				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		433,000		3.2%				株式会社日本カストディ銀行（信託口９）		509,200		3.7%				株式会社日本経済新聞社政策投資口		462,900		3.1%

				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		4.3%				8		ＭＳＩＶＣ２００８Ｖ投資事業有限責任組合		500,000		ERROR:#REF!				大塚　至高		358,500		2.8%				大塚　至高		358,500		2.6%				大塚　至高		410,000		3.0%				大塚　至高		404,000		2.7%

				9		あすかDBJ投資事業有限責任組合		384,300		3.3%				9		ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ		410,300		ERROR:#REF!				日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）		338,000		2.6%				野村信託銀行株式会社（投信口）		354,400		2.6%				高田　隆太郎		288,000		2.1%				株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）		378,200		2.5%

				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		2.8%				10		ＢＲＡＶＥ　ＧＯ．，ＬＴＤ．		325,000		ERROR:#REF!				ＢＲＡＶＥ　ＧＯ　ＬＩＭＩＴＥＤ		325,000		2.5%				日本ガスライン株式会社		300,000		2.2%				日本ガスライン株式会社		260,000		1.9%				高田　隆太郎		288,000		1.9%

						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,941,100		60.2%						上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,477,000		ERROR:#REF!				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		6,938,103		53.5%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,099,200		58.9%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		7,385,199		53.4%				上位10位合計 ジョウイ イ ゴウケイ		8,439,500		56.6%

						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		11,536,900								発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		ERROR:#REF!						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		12,979,900						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,744,400						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		13,819,700						発行済み株数合計 ハッコウ ズ カブスウ ゴウケイ		14,907,700





開示用円グラフ

						持株数 モチカブ スウ														持株比率 モチカブ ヒリツ

						上場時 ジョウジョウ ジ		2019年9月末 ネン ガツマツ		2020年３月末 ネン ガツ マツ		2021年３月末 ネン ガツ マツ		2022年３月末 ネン ガツ マツ						上場時 ジョウジョウ ジ		2019.09		2020.03		2021.03		2021.03

				公募増資 コウボ ゾウシ		1,411,000		0		0		0		0						10.9%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				機関投資家 キカン トウシカ		0		4,657,836		5,827,356		5,700,075		5,901,058						0.0%		35.9%		42.4%		41.2%		39.6%

				事業会社 ジギョウガイシャ		2,168,500		2,025,200		1,955,200		1,105,200		2,185,300						16.7%		15.6%		14.2%		8.0%		14.7%

				個人		992,600		2,194,764		2,351,044		4,126,325		4,013,919						7.7%		16.9%		17.1%		29.9%		26.9%

				役職員 ヤクショクイン		1,008,800		897,100		1,658,600		1,687,000		1,701,123						7.8%		6.9%		12.1%		12.2%		11.4%

				VC		7,367,000		3,205,000		1,952,200		1,201,100		1,106,300						56.9%		24.7%		14.2%		8.7%		7.4%

				その他 タ		0		0		0		0		0						0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				合計 ゴウケイ		12,947,900		12,979,900		13,744,400		13,819,700		14,907,700						100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%







公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0.1089752006116822	0	0.16747889619166043	7.6661080175163543E-2	7.7912248318260102E-2	0.5689725747032337	



公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.35884991409795147	0.15602585536098121	0.16908943828534889	6.9114554041248388E-2	0.24692023821447007	

[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.42398038473851168	0.14225429993306365	0.1710546840895201	0.12067460201973167	0.14203602921917291	


機関投資家
[値]
事業会社
[値]
個人
[値]
役職員[値]
VC
[値]

0	0.41246011129040427	7.9972792462933345E-2	0.29858282017699372	0.1220721144453208	8.6912161624347853E-2	0	





公募増資	機関投資家	事業会社	個人	役職員	VC	0	0.39583959966996923	0.14658867565083816	0.26925139357513234	0.11411035907618211	7.4209972027878213E-2	
上場時

２０１９．０９

２０２０．０３

２０２１．０３

２０２2．０３
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activities - shareholder return01 2022年3月期実績

1 3

20年3月期 21年3月期 22年3月期
普通配当 普通配当 普通配当

16円 18円 24円
配当性向50.8%

9月末日及び翌年3月末日現在で
当社株式500株（5単元）以上保有者を対象に

プレミアム優待倶楽部ポイントを進呈する株主優待も継続

連結配当性向50％超にて配当を実施
強固な事業モデルを背景に積極的な投資と株主還元を継続
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forecast 02 2023年3月期計画

1 4

20年３月期 21年３月期 22年３月期 23年３月期 24年３月期

メディア
ソリューション

23年３月期計画

売上高100億円超体制へのラストステップストーン

2,790
4,158

5,482

7,500

注１．2023年３月期は以降は計画値、又は見通し値を記載しております。
注２．計画値及び見通し値において将来のM&A等による影響は考慮していません。

 既存事業の継続成長を礎に、事業スコープの拡大による増
収効果で成長を加速

 利益率の担保を前提に、利益率上昇の超過分は成長加速を
優先する投資に積極的に振り分け

（百万円）
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forecast 02 2023年3月期計画

1 5

23年３月期売上高75億円・営業利益12.5億円を計画
親会社帰属当期純利益は前期税効果計上額からの反動を反映

売
上

高
（

百
万

円
）

営
業

利
益

・
EB

ITD
A（

百
万

円
）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期計画

メディア収入 ソリューション収入 営業利益 EBITDA

23年3月期計画

売上高 7,500百万円 前年比36.8％増

EBITDA 2,150百万円 39.6％増

営業利益 1,250百万円 43.0％増

親会社帰属当期利益 750百万円 7.8％増



投資情報メディア

本資料の無断転載・複写を禁じます © MINKABU THE INFONOID, Inc.

投資情報メディア

本資料の無断転載・複写を禁じます ©MINKABU THE INFONOID, Inc.

forecast - strategy for 40% CAGR 02 2023年3月期計画

1 6

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

21年３月期 22年３月期 23年３月期計画

（百万円）

ソリューション

新規SIコンサル他

①広告宣伝の活用 ②SIソリューションへの参入 ③大型案件の獲得
スケールｘスコープでCAGR40％達成へ

ソリューション事業では、新規システム系ソリュー
ションへの参入及び既存情報ソリューションでの大
型案件獲得により、スケールを伴うスコープ拡大を
目指す

メディア事業では、前期からリスティング等、広告
施策を段階的に積極化し、これまでに有効性を確認。
今後、更に広告施策を加速させ、スケール拡大の速
度を高める

123 

393 

626 

0
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200

300

400

500

600

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

21年３月期 22年３月期 23年３月期計画

（百万円） 広告
課金
その他
広告宣伝費（右軸）
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forecast - by segments 02 2023年3月期計画

1 7

スケールｘスコープ拡大戦略を反映

MEDIA SOLUTION
サブスク型の課金収入比率は倍増を計画

広告宣伝効果も加味
マーケティング施策は更に加速させる可能性も

情報系では大型案件の獲得を反映
新規分野（システム系ソリューションやフィナ
ンシャルサービス等）は下期以降の寄与を想定

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

21年3月期 22年3月期 23年3月期計画
ストック収入 初期・一時売上

4,400
（百万円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

21年3月期 22年3月期 23年3月期計画
広告収入 課金収入 その他

（百万円）

3,100
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forecast - capex & EBITDA  02 2023年3月期計画

1 8

積極投資を継続しつつ、フリーキャッシュフローを拡大

606 668

972
975

861 

1,280 

1,539 

2,150 

254 

612 566 

1,174 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期計画

設備投資 EBITDA EBITDA-設備投資

（百万円）
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forecast - by type of revenue 02 2023年3月期計画

1 9

メディアの課金収入の増加、
ソリューションの月額利用料の安定成長を計画

売上構成のサブスク占有率は
継続して上昇サブスク売上※は前期比 53％成長

*メディア事業の月額課金収入＋ソリューション事業の月額利用料収入

3,800 
2,400 

1,300 

23年3月期計画
（売上合計7,500）

2,175 
3,100 

299 

700 

22年3月期 23年3月期計画

（百万円）

メディア事業
月額課金収入

ソリューション事業
月額利用料収入

3,800

2,474

50.7%

サブスク

2,474 

1,929 

953 
126 

22年3月期
（売上合計5,428）

新規導入初期

広告
45.1%

（百万円）
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155 257 

736 
1,070 

（百万円）

22年3月期 23年3月期計画

1,250

875

MW3W(22) 
RF(-14)
調整額(-38)
MAP(-47)

ミンカブ
(736)

forecast - by company 02 2023年3月期計画

2 0

連結子会社は４社想定
グループ間連携を最適化し、子会社で15％程度の営業利益貢献を計画

注．各子会社はのれん、顧客資産等の償却控除後利益
略称）当社：ミンカブ、Prop Tech plus㈱：PT+、ロボット投信㈱：RF、㈱ミンカブアセットパートナーズ：MAP、

㈱ミンカブWeb3ウォレット：MW3W

会社別営業利益計画

 PT+は22年３月期比で大幅増の貢献を計画

 RFは戦略転換も踏まえマイナス寄与計画も、
22年３月期対比では改善見込み

 金融商品仲介業のMAP及びNFT事業の
MW3Wは立ち上げ期のため投資先行を考慮

ミンカブ (1,070)

PT+(257) 

調整額(14)
MAP(-9)
RF(-21)

PT+(155) 
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forecast - media business 02 2023年3月期計画

2 1

より再現性の高い収益基盤を構築
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19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期計画

広告収入

課金収入

その他

課金比率（右軸）

サブスク
自然増→マーケティング施策を本格化

短期間で効率的に潜在的ユーザーにアプローチ

 ターゲットに合った外部マーケティングを本格化
 OEM版も準備中（NIKKEI ASSET PLANNER等）
 金融商品仲介業やソリューション事業との連携で差別化

広告
証券市況に左右されにくい施策を強化

タッチポイント拡大で新たなユーザーを“層”で獲得

 検索広告への露出強化による収益化策が安定化
 資産形成層まで視野を広げる形で商品を追加展開
 投資家向けでは株主向け広告（SR）等も導入

（百万円）
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02 2023年3月期計画

2 2

日経・QUICK・当社のデータ資産・ユーザー資産・ノウハウの融合による
メディア事業シナジー

日経電子版×株探

NIKKEI ID×MINKABU ASSET PLANNER（アセプラ）

22年夏、1,000万人の日経IDユーザへアセプラをOEM提供
日経・QUICK・当社の３社合同プロジェクトチームにより開発中

日本株・米国株コンテンツ連携による日経電子版情報拡充
日経電子版ユーザを株探プレミアムへ送客強化

MINKABU
ASSET PARTNERS

株探日本株・米国株コンテンツ

日経IDユーザ向け
カスタマイズ開発

OEM提供

アグリゲーター

AIアドバイザー

コンシェルジュ

ペルソナチャート

NIKKEI
ASSET

PLANNER
（仮称）

各金融機関日経ID
ユーザ送客

日米株探
セレクトページ

日米企業
個別ページ 日・米株探プレミアム

forecast - media business 
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02 2023年3月期計画

2 3

メディア、ソリューション、金融商品仲介業を有する当社グループだから可能な、
資産形成層が抱える課題を網羅的にサポートするアプローチで差別化を図る

forecast - media & toC solution 
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forecast - financial services 02 2023年3月期計画

2 4

ロボット投信のロボアドバイザー・エンジンを活用した金融サービスを計画
学習コンテンツを提供する教育事業（MINKABU ACADEMY）、店舗事業（MINKABU SQUARE）も推進中

900万人の資産形成層と金融機関中心に400社超の顧客基盤を
有する当社グループならではの金融サービスを展開予定
※金融商品仲介業登録手続中

API
接続

証券会社

銀行

保険会社

提携IFA

オンライン接客

投資助言

ネット仲介

 チャットを活用した無人と有人のハイブリッドモデル
 金融機関向けB2B2Cサービスとしても展開予定

 投資助言・代理業の登録(予定)
 幅広い層に資する助言を行い、収益獲得を図る

 複数証券会社へ発注可能な機能を実装
 大手ネット専業を中心に提携先証券会社数社協議中
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forecast - solution business 02 2023年3月期計画

2 5

情報系ソリューションに加えてシステム系ソリューション領域に参入

※当期は見込値 19年３月期と22年３月期比
３か年の進捗

22年３月期と23年３月期比
１か年の進捗予想

顧客数 110% 変わらず
月額利用料売上 180% 150%

（既存）情報系ソリューション

ネット証券 ：国内株式・米国株式情報分野でメインベンダーのポジションを確立＝安定収益源
総合証券・銀行：部分的ながらソリューション展開が本格化＝成長余力大（大手総合証券・メガバンク向けサービス受注）

（新規）システム系ソリューション

金融機関を中心とした顧客基盤に対する提供ソリューションの拡充に伴いARPUが急拡大の見通し

金融機関を中心とした顧客基盤に対して当社アセットを活用したシステム系ソリューションを展開
システム系ソリューションの追加により更なるARPU拡大を図る

市場規模
※21年1月14日

IDS Japan社発表データ

21年
2兆2,760億円 メディアユーザ月間900万超UUに提供

当社アセット活用

ポートフォリオ
分析エンジン

クロスセル
エンジン

アグリゲーション
エンジン

ロボアド
エンジン

トランザクション
APIs

mAPI
ブロックチェーン

Web3

Market Data
APIs

顧客サポート機能
チャット

ソリューション

【差別化要素】

①当社既存アセットの活用
②ネットチャネル顧客獲得ノウハウ

を基にしたビジネス企画コンサル

付加価値の高いシステム系ソリュー
ションを展開

現時点で、23年3月期貢献案件として売上１億円超の案件が３件受注見通し
その他、銀行、大手ネット証券、大手総合証券を中心に複数案件協議中
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02 2023年3月期計画

2 6

日経・QUICK・当社のデータ資産・ノウハウの融合による
新ソリューション展開

QUICK
Forecast

日経NEEDS

MINKABU
テーマDB

自動生成Engine

AIによる企業業績予想を軸にした資産形成層向けソリューション
企業業績予想（将来５期予想）×業界別の業績予想（週次更新）×自動生成レポート

メタ
バース

半導体

NFT

投資テーマ
投資テーマ構成銘柄全体
業績予想（週次更新）

自動生成レポート
投資テーマ・個別銘柄

インカムゲイン
キャピタルゲイン

業績推移・他社比較

業績予想アルゴSolution（日経・QUICK・当社データ）

MINKABU API Solution（当社×QUICKデータ）

マーケットデータAPIプラットフォーム
当社保有データに加えてQUICKデータ搭載

QUICKのマーケットデータAPI運営ナレッジ支援

執行系APIプラットフォーム
当社の金融機関向けAPIプラットフォーム

各金融機関

QUICKデータも提供可能なマーケットデータAPIと
当社の金融商品執行系（注文・残高照会）APIを融合させたワンストップAPIを当社が提供

金融機関のAPI事業展開・フィンテック企業事業をDX化

金融トータル
APIs

プラット
フォーム フィンテック

forecast - solution business 
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02 2023年3月期計画

2 7

デジタルBPO：金融機関コールセンター業務支援デジタル接客ソリューション

●口座連携

チャット対応
日中・夜間・休日

助言業

LINEで
すべて完結

●発注業務

＜例＞
リアルタイム
株価予想 等

API連携
「通知機能」の活用することで

顧客別の情報提供が可能

チャット（MAP連携）

※現在準備中

顧客

お客様へ
付加価値提供

口座情報連携

 株価通知
 約定通知
 特殊条件価格通知
 ポジション確認や株価確認

●当社グループによる提供

金融機関

顧客接客をLINEですべて完結し、LINE API・金融機関API・MINKABU APIの接続により
発注業務や顧客属性に合わせた高付加価値投信支援情報を提供

金融機関
API

MINKABU
APIs

forecast - toB system solution 
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forecast - toC solution/non-financial services 02 2023年3月期計画

2 8

WEB3×ブロックチェーンを活用したソリューション展開
ミンカブWeb3ウォレットを連結子会社化して事業推進

ABC事業（Activity Based Certificates、 NFTによる個人のアクティビティ証明）、
NFTマーケットプレイス事業の２事業を展開し、各企業・個人の新価値の創造を支援

当社ソリューションへの取り込みを含めた製品化に向けて検討中
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forecast - by quarter 02 2023年3月期計画
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四半期別には、全四半期増収を計画
例年同様に下期偏重計画

23年３月期
四半期別売上高・営業利益計画概要

 全四半期で増収計画ながらも、前年度と同
様に大きく下期偏重の計画

 Q1～Q2は、積極採用や新サービスの導入
に伴う先行費用を想定。相対的に売上が小
さいことに加え、新規連結子会社のスター
トも鑑み、上期まで減益を見込む

 通期では40％以上の営業増益を見込む

（参考）売上が下期偏重となる主な要因

 MEDIA
① 有料課金ユーザー数の継続増大
② アクセス数の継続成長による広告収入拡大
③ 単価の高い純広告収入の獲得時期

 SOLUTION
① ストック収入の継続成長
② 顧客の新規商材の導入時期
③ 当社のプロダクトサイクル

売上 営業利益

第１四半期 増収 減益

第２四半期 増収 減益

第３四半期 増収 増益

第４四半期 増収 増益

通期計画
（前期比）

75億円
（36.8％増収）

12.5億円
（42.9％増益）
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23年３月期も増配後の24円/株配当維持を計画
最終の配当額は、期中の業績動向や投資の進捗を鑑み検討

22年3月期 23年3月期

普通配当 普通配当

24円 24円
９月末日及び翌年３月末日現在で

当社株式500株（５単元）以上保有者を対象に
プレミアム優待倶楽部を進呈する株主優待も継続
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【マテリアリティマップ】

金融・経済、資本市場のリテラシー
向上と教育

フィンテック/プロダクトイノベー
ション

資本市場のインフラ改革と健
全な発展

プロダクトクオリティ
認知度・市場への浸透

自社技術の横展開

気候変動への対応

健康安全

人権

多様性

人材育成
エンゲージメント

ネットワークの信頼

コーポレートガバナ
ンス

社
会
的
課
題
へ
の
貢
献
・ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
期
待

当社の長期成長への寄与又は事業・成長への影響度

データ
セキュリティ

リスクマネジメント

多様な働き方

女性を含む社外取締役２名の追加起用を通じ、
取締役会の多様性強化を推進

テクノロジー

金融市場のイノベーティブかつ健全な発展

人

ガバナンス

気候変動への対応

sustainability 
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新任役員候補 （社外取締役２名の追加）
（６月24日開催予定の株主総会に上程予定）

澄田 誠氏 槇 徳子氏
（戸籍上の氏名 樋口 徳子氏）

【選任理由】アナリスト出身で当社事業に対する深い理解を有す。
今年３月までTDK（株）で会長をを務める等、企業経営者として
の豊富な知識と経験もあり、当社グループの急速な成長を見据え
た経営に対し、有益な意見・指導を得られると判断

【選任理由】メディア業界での豊富な知識と経験を有し、メディ
ア事業を事業軸に置く当社グループの経営に対し、有益な意見・
指導を得られると判断

生年月日 1954年１月６日 生年月日 1964年８月17日

略歴 略歴

1980年
1996年
2005年
2007年
2011年
2013年
2013年
2018年
2018年
2021年
2022年

（株）野村総合研究所 入社
イノテック（株） 取締役
イノテック（株） 代表取締役専務
イノテック（株） 代表取締役社長
TDK（株） 社外監査役
イノテック（株） 代表取締役会長
TDK（株） 社外取締役
イノテック（株） 取締役会長
TDK（株） 取締役会長
イノテック（株） 取締役
TDK（株） 取締役（現任）

1988年
1991年
2008年

中部日本放送（株） 入社
（株）テレビ東京 入社
（株）エムシーストラテジー設立
代表取締役（現任）
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経営エキスパートを会長に、より強固な布陣で業容を拡大
６月24日開催予定の株主総会及びその後の取締役会に上程予定

監査等委員ではない取締役 取締役監査等委員

新任 取締役会長（社外・独立役員） 澄田 誠 監査等委員（社外・独立役員） 浜野 信也

再任 代表取締役社長 兼 CEO 瓜生 憲 再任 監査等委員（社外・独立役員） 石橋 省三

再任 取締役副社長 兼 COO 齋藤 正勝 監査等委員（社外・独立役員） 吉村 貞彦

再任 取締役 伴 将行

再任 取締役（非常勤） 髙田 隆太郎1

再任 取締役（社外） 野間 潔2

新任 取締役（社外・独立役員） 槇 徳子
１．髙田氏は現取締役副社長兼CFOでありますが、当人からの下記申し出により、委嘱する業務を変更する予定です。

• マネジメントが定期的に入れ替わることで組織が活性化すると考えること、現在の当社が継続した成長が志向できる良い状態にあると考えること、
加えて、自身の健康面や今後等も含め総合的に勘案し、2012年の入社、2019年株式公開から各々10年、３年を超えた本年の任期をもって後進に役
割を譲る時期と判断いたしました。

２．野間氏は当社の当社の株主であり業務提携先の（株）QUICKの専務取締役であります。業務上の関係性に鑑み、独立役員の届け出は行わない予定です。

sustainability - management 
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 2022年３月期実績
 売上高5,482百万円、営業利益874百万円と上場来４期連続の過去最高益を達成
 継続的成長の鍵となる、ストック収入やARPUの増大施策は順調に推移
 強固な事業モデルを背景とした高成長・高還元の両立を継続し、1株あたり24円へ増配

 2023年３月期計画
 売上100億円へのラストステップと位置付ける
 これまでの年率30％成長から加速し、今後CAGR40％体制を構築
 今後の成長加速の鍵は、①広告宣伝等のコストをかけたスケール（主としてメディア事業）、②新規領

域への参入によるスコープの拡大（システム系ソリューションやフィナンシャルサービス）、及び③既
存の情報系ソリューションでの大型案件の獲得で、それぞれが明確に視野に入っている

 経営体制
 前TDK会長の澄田氏を会長に迎える等、社外取締役を２名追加起用し、業容拡大にスピード感を持って

臨むべく、多角的、且つ強固な経営体制を構築
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氏名

当社における地位等 スキルマトリックス

地位 指名
委員会

報酬
委員会

企業経営・
経営戦略 内部統制 ESG リスク

管理
財務会計・

M&A ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ ﾒﾃﾞｨｱ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

金融関連
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

澄田 誠 取締役会長
（社外・独立役員・非常勤） ● ● ● ● ●

瓜生 憲 代表取締役社長 兼 CEO 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

齋藤 正勝 取締役副社長 兼 COO ● ● ● ● ●

伴 将行 取締役 ● ● ●

髙田 隆太郎 取締役
（非常勤） ● ● ● ● ●

野間 潔 取締役
（社外・非常勤） ● ● ●

槇 徳子 取締役
（社外・独立役員・非常勤） ● ● ● ●

濱野 信也 取締役監査等委員
（社外・独立役員） 〇 ● ● ● ●

石橋 省三 取締役監査等委員
（社外・独立役員・非常勤）

〇
委員長

〇
委員長 ● ● ● ●

吉村 貞彦 取締役監査等委員
（社外・独立役員・非常勤） 〇 ● ● ● ●
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（単位：百万円 / ％）

20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 計画

（連結） （連結） （連結） 前期比 （連結） 前期比

　売上高 2,790 4,158 5,482 +31.8% 7,500 +36.8% 

　　メディア 1,351 1,535 2,353 +53.3% 3,100 +31.7% 

　　ソリューション 1,449 2,635 3,148 +19.5% 4,400 +39.7% 

　　調整額　※１ △ 9 △ 11 △ 20 － － －

　営業利益 523 759 874 +15.2% 1,250 +42.9% 

　　メディア 545 530 747 +40.8% 1,100 +47.2% 

　　ソリューション 409 738 786 +6.5% 950 +20.8% 

　　調整額　※２ △ 432 △ 509 △ 658 － △ 800 －

　経常利益 504 734 828 +12.8% 1,120 +35.2% 

　親会社株主に帰属する当期純利益 447 564 696 +23.3% 750 +7.8% 

　ＥＢＩＴＤＡ　※３ 861 1,280 1,539 +20.3% 2,150 +39.6% 

　※１　セグメント間の内部売上高の振替高

　※２　セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用

　※３　EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額）

　※４　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。

　※５　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。

　※６　当社は2021年９月１日付で株式会社ミンカブアセットパートナーズを設立し、同社を連結子会社化しております。

　※７　百万円未満切り捨て
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（単位：百万円 / ％）

20年3月末 21年3月末 22年3月末

（連結） （連結） （連結） 前期末比

　流動資産 2,717 2,875 4,825 +67.8% 

　　うち　現金及び預金 2,063 1,847 3,526 +90.9% 

　固定資産 3,149 4,114 4,932 +19.9% 

　資産合計 5,866 6,989 9,757 +39.6% 

　流動負債 768 1,251 942 △24.7% 

　固定負債 1,327 1,523 1,372 △9.9% 

　負債合計 2,096 2,774 2,314 △16.6% 

　資本金 1,742 1,762 3,514 +99.4% 

　資本剰余金 3,766 3,565 4,533 +27.2% 

　利益剰余金 △ 2,005 △ 1,441 △ 745 －

　その他 10 29 39 +32.9% 

　非支配株主持分 256 298 100 △66.2% 

　純資産合計 3,770 4,215 7,443 +76.6% 

　※１　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。

　※２　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。

　※３　当社は2021年９月１日付で株式会社ミンカブアセットパートナーズを設立し、同社を連結子会社化しております。

　※４　百万円未満切り捨て

financial results : balance sheet items
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（単位：百万円 / ％）

20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 計画

（連結） （連結） （連結） 前期比 （連結） 前期比

　メディア事業 1,351 1,535 2,353 +53.3% 3,100 +31.7% 

　　広告収入 1,235 1,335 1,929 +44.5% 2,400 +24.4% 

　　課金収入 75 166 298 +79.6% 700 +134.4% 

　　その他 40 33 126 +279.2% － －

　ソリューション事業 1,449 2,635 3,128 +18.7% 4,400 +40.6% 

　　ストック収入 1,032 1,859 2,195 +18.0% 3,100 +41.2% 

　　初期・一時売上 416 775 953 +22.9% 1,300 +36.4% 

調整額　※１ △ 9 △ 11 △ 20 － － －

　合計 2,790 4,158 5,482 +31.8% 7,500 +36.8% 

　※１　セグメント間の内部売上高の振替高

　※２　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。

　※３　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。

　※４　当社は2021年９月１日付で株式会社ミンカブアセットパートナーズを設立し、同社を連結子会社化しております。

　※５　百万円未満切り捨て
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financial results : sales by segment
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（単位：百万円 ）

20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 計画

（連結） （連結） （連結） 増減 （連結） 増減

単 体 1,123 1,236 1,573 336 2,030 457

人件費 645 666 837 171 1,180 342

オフィス・インフラ・租税公課等 166 177 205 27 260 54

減価償却費（原価+販管費） 271 351 489 137 549 60

減価償却費（M&A関連償却費） 40 40 40 － 40 －

連 結 子 会 社 247 954 1,041 86 1,557 516

減価償却費 6 32 31 0 206 175

減価償却費（M&A関連償却費） 19 96 103 6 103 －

その他固定費 221 825 905 80 1,247 341

連 結 合 計 1,370 2,190 2,614 423 3,588 973

　※１　人件費は、給与（法定福利費含む）、雑給、退職給付費用、福利厚生費、採用手数料、旅費交通費（通勤手当含む）の合計

　※２　減価償却費（M&A関連償却費）は、のれん、顧客関連資産、技術資産の償却合計

　※３　当社は2020年３月期第３四半期末をみなし取得日としてProp Tech plus株式会社を連結子会社化したことに伴い、2020年3月期第３四半期末より連結会社となっております。

　　　　なお、みなし取得日を2020年３月期第３四半期末としているため、2020年３月期第３四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第４四半期より損益計算書を連結しております。

　※４　当社は2021年３月期第１四半期末付でロボット投信株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。なお、同社の株式取得は2021年３月期第１四半期末であることから、

　　　　2021年３月期第１四半期末は貸借対照表のみを連結しており、第２四半期より損益計算書を連結しております。ロボット投信の費用は2021年３月期第２四半期（7～９月）から連結子会社へ含めております。

　※５　当社は2021年９月１日付で株式会社ミンカブアセットパートナーズを設立し、同社を連結子会社化しております。
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本資料に記載されている情報のうち、歴史的事実以外の情報は、将来の見通しに関する情報を含んでいます。将来の見通しに関す
る情報は、当社が現在入手している情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、評価等を基礎として記載されており、
リスクや不確実性が含まれています。当社は将来の見通しに関する記述の中で使用されている定期予測、評価ならびにその他の情
報が正確である、または将来その通りになるということは保証いたしかねます。本資料に記載されている情報は、本資料に記載の
日付に作成され、その時点における当社の見解を反映するものであり、このため、その時点での状況に照らして検討されるべきも
のであることにご注意ください。当社は、当該情報 の作成日以降に発生した事を反映するために、本資料に記載された情報を逐次
更新及び報告する義務を負いません。
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