
（1/3）本資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。銘柄の選択、投資判断の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。本資料に掲載された意見
は作成日における判断であり、予告なしに変更される場合があります。本資料に掲載された意見・データは、当社が信頼できると判断したデータ等により作成いたしましたが、その正確性、安全性等について保障するものではあ
りません。著作権、知的所有権等一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar.Inc に帰属しますので、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。

Morningstar Equity Research Report　2022.3.10

独自開発した店舗データベースが強み

独自データを駆使して販売促進活動を支援

株価 投資単位 時価総額 昨年来高値 昨年来安値 PER（予）

3,000円
（3/9） 100株 200.9億円

（3/9）
4,705円

（21/10/20）
1,961円

（21/3/5）
14.2倍
（3/9）

インパクトホールディングス
 （6067・東証マザーズ）

21年12月期の連結業績は、売上高13,333百万円（前期
比20.3％増）、営業利益1,678百万円（同62.9％増）と大
幅な増収増益を達成し、ともに過去最高を更新した。また、
最終損益は1,208百万円の黒字（前期は187百万円の赤字）
に転換し、初めて10億円を突破。独自のAI（人工知能）
機能を搭載した「店舗データベース（DB）」を本格投入
したことでサービスの付加価値が高まり、案件受注率、
収益率が向上した。

コロナ禍で販売員派遣などの需要は落ち込んだが、人、モ
ノ、資金といった経営資源を需要が見込める事業へ集中させ
たことで、グループ全体の販管費も圧縮。セグメント別では、
特にIoTソリューション事業において、コロナ禍で苦戦して
いる消費財メーカー向けに、オンライン対応のデジタルサイ
ネージやエレベーター内・美容室座席前などを広告媒体とす
る広告事業者向けにカスタマイズしたオンラインサイネージ
システムの需要が高まった。また、飲食チェーン向けでは来
店客がタッチパネル端末で注文するテーブルトップオーダー
端末の受注も拡大した。

22年12月期連結業績は、売上高16,000百万円（前期比
20.0％増）、営業利益2,200百万円（同31.1％増）を見込ん
でいるが、新型コロナウイルスの感染拡大は収束しないとい
う保守的な前提だ。

本格投入した店舗DBは、創業から一元管理する累計８
60万件以上の販促活動の定量・定性データに、人口推計、
産業構造、求人情報などのオープンデータ、企業サイトな
どから得られる店舗情報の3つを組み合わせ、AI機能に
より最適な販促方法の企画や立案を可能している。これま
ではどういった販促活動が収益に大きく貢献していたの
か分かりづらかったものが可視化されるため、販促活動の
無駄を省き、ノベルティも効果の高いものだけを必要な
分だけ提供できるため、在庫の削減につながり、SDGs（持

続可能な開発目標）にも通じる。現在、この店舗DBを無
償で提供する代わりに、それを基にした販促企画の立案と
ともに、デジタルサイネージやラウンダー、販促ツールな
どの同社サービスを提供し、これが収益源となっている。
店舗DBの利用が伸びることでデータ・仮説の精度が高
まり、案件受注確度もより高まっていくため、この分野
を積極的に伸ばす計画だ。21年12月期で150社、プロ
ジェクト数は227件だが、22年12月期は250社・500
件を目指す。
　「店舗 DB」を最大限に活用するため、21 年 8 月に子会社

「impact connect」を設立、販促プロモーションにおける上
流領域での存在感を拡大させていく。また、海外展開では
20 年に資本・業務提携した双日（2768）の持つネットワー
クを生かした事業展開も進める。
　モーニングスターでは、今後 5 年間の売上高成長率の変
化率 15％前後、営業利益率は 20％前後とすると予想を据
え置き、想定株価レンジはモーニングスターの 5 年業績予
想をベースにした DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）
法で算出した 3,900 円を軸に、3,800 ～ 4,000 円（従来は
3,000 ～ 3,500 円）に引き上げる。3 月９日終値から上値
余地が大きいことから、投資判断は「Overweight」を継続
する。 （宮川 子平）

投資判断（3/9）

Overweight 継続

■店舗 DB 投入で収益率向上

■ 22 年 12 月期は店舗 DB の利用社数 250 社目指す

業績動向
売上高	

（百万円）
前年比	
（％）

営業利益	
（百万円）

前年比	
（％）

経常利益	
（百万円）

前年比	
（％）

純利益	
（百万円）

前年比	
（％）

EPS	
（円）

20 年 12 月期 実績 11,074 40.0 1,029 2.0倍 28 黒転 ▲187 赤縮 ▲30.1

21 年 12 月期 実績 13,333 20.3 1,678 62.9 1,648 － 1,208 黒転 184.9

22 年 12 月期
会社予想 16,000 20.0 2,200 31.1 2,000 21.3 1,400 15.8 211.0
MS 予想 16,000 20.0 2,200 31.1 2,000 21.3 1,400 15.8 211.0

23 年 12 月期 MS予想 19,500 21.9 2,700 22.7 2,500 25.0 1,700 21.4 256.2

（3/9時点）

千株

円
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想定株価レンジ 3,800円～ 4,000円

13週移動平均線 26週移動平均線 出来高（13週平均）

3,084円 3,558円 387,777株
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インパクトホールディングス（6067・東証マザーズ）

HR ソリューション事業、IoT ソリューション事業、MR
ソリューション事業の 3 セグメントを展開。HR ソリュー
ション事業では、消費財メーカーなどの店頭で販売促進活
動の実施状況の調査や商品棚陳列および POP 広告設置と
いった販促業務を手掛ける。IoT ソリューション事業では、
小型デジタルサイネージによる各種ソリューションを提
供。美容室座席、エレベーター内、自動ドア防護柵などを
使ったオリジナルの業務用デジタルサイネージの開発・提
供も手掛けている。MR ソリューション事業では、顧客の
店舗に覆面調査員を派遣し、本部のマニュアルに沿った運
営状況や接客状況、商品やサービス内容のほか、競合店調
査などを実施している。

インパクト HD は様々な事業を展開しているが、会社側
によれば現在の主力であるセールスプロモーション分野
の市場規模は 1 兆円となっている。同分野は出店競争の激
化、少子高齢化などもあり、飲食店だけでなく、様々な業
態の店舗が飽和状態にあるが、コロナ禍における EC 店舗
の利用拡大もあって、実店舗はさらなる苦戦を強いられて
いる。こうした中で、限られた経営資源をより効果的かつ
効率的に集中させることが求められることから、インパク
ト HD のように店舗 DB を活用した最適な販促プロモーシ
ョンの需要は高い。一方、足元では新型コロナ感染拡大の
影響で販売員派遣の需要が低迷しているものの、コロナ収
束後は店頭イベントの需要回復を背景に人手不足などが問
題となると考えられることから、引き続き重要な事業のひ
とつとなる。

リスク要因

主力のHRソリューションは、企業の販促費が収益源
でもある。ECサイトの利用が増える一方、実店舗の業
績は苦戦を強いられるなか、販促費の抑制を進める傾向
にある。店舗の撤退などが増え、販促費を抑えようとす
る動きが継続すれば、業績に影響を及ぼす恐れがある。
このほか、インドのコンビニ事業の動向にも関心を払っ
ておきたい。

■ 株主優待
5単元（500株）以上保有の株主に自社優待専用サイトで商品と交換できる「プレミアム
優待倶楽部」ポイントを贈呈	 	 	 	
・500株以上　継続保有：1年未満3,000ポイント、1年以上3,300ポイント	 	
・600株以上　継続保有：1年未満5,000ポイント、1年以上5,500ポイント	 	
・700株以上　継続保有：1年未満6,000ポイント、1年以上6,600ポイント	 	
・900株以上　継続保有：1年未満8,000ポイント、1年以上8,800ポイント	 	
・1,000株以上　継続保有：1年未満10,000ポイント、1年以上11,000ポイント	
・2,000株以上　継続保有：1年未満12,000ポイント、1年以上13,200ポイント	
・3,000株以上　継続保有：1年未満30,000ポイント、1年以上33,000ポイント	
・5,000株以上　継続保有：1年未満50,000ポイント、1年以上55,000ポイント	 	
	 	

■ 配当の状況
1株当たり配当金

中間期末 期末 年間

20年12月期 実績 0.00円 0.00円 0.00円

21年12月期 実績 0.00円 0.00円 0.00円

22年12月期 会社予想 － － －

株主還元（3/9時点）

■会社概要

■事業環境と展望

26年12月期に売上高300億円、営業利益60億円を目指す

オンラインサイネージは稼働数が順調に拡大

出所：会社資料

出所：会社資料
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モーニングスター株式会社
株式分析部 アナリスト　                                    宮川　子平 
03-6229-0078　                  smiyagawa@morningstar.co.jp

インパクトホールディングス（6067・東証マザーズ）

インパクトホールディングス
（6067・マザーズ）

ヒト・コミュニケーションズ・
ホールディングス
（4433・東証1部）

CLホールディングス
（4286・東証1部）

基本事項

株価 3,000円 1,547円 976円

投資単位 100株 100株 100株

最低投資金額 300,000円 154,700円 97,600円

決算月 12月 8月 12月

株価指標

PER（予） 14.2倍 9.2倍 12.9倍

PBR（実） 4.9倍 2.0倍 1.3倍
配当利回り（予） － 1.6% 2.4%

成長性

売上高成長率（予） 20.0% － 58.2%
営業利益成長率（予） 31.1% － ▲1.4%

EPS成長率（予） 14.1% － ▲34.0%

収益性

売上高営業利益率（予） 13.8% 8.5% 4.7%

自己資本当期純利益率（実） 35.8% 21.6% 15.9%

総資産経常利益率（実） 18.8% 17.5% 11.0%

財務安定性

自己資本比率（実） 45.7% 45.2% 57.4%
デット・エクイティ・レシオ（実） 82.3% 34.0% 37.4%

流動比率（実） 319.9% 185.6% 224.9%

競合他社比較（赤太字は競合他社に比べ優位な数値）

売上高成長率は20.0％増、営業利益
成長率は31.1％増と、前期に続き2ケ
タ増収・営業増益を計画している。セ
ールスプロモーション事業立ち上げ等
による成長を見込んでいるが、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大が収束しな
い前提でのもので、収束に向かえば計
画を見直すことになるだろう。比較企
業のヒト・コミュニケーションズ・ホ
ールディングスは「今期より収益認識
に関する会計基準」を、CLホールディ
ングスは22年12月期よりIFRSをそれ
ぞれ適用するためブランクとしたが、
ヒトコムHDの場合、同基準を適用した
前期実績との比較では4.4％の増収・営
業増益になるとしている。

（3/9時点）

　比較企業は、HRソリューションで競合となるヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（ 4433）、CL ホールディングス（ 4286）を選定した。

22年12月期の売上高営業利益率は
13.8％と、前期の12.6％を上回る見通
し。21年12月期は大幅な経常増益に
最終黒字転換を達成したため、自己資
本当期純利益率（ROE）は35.8％（前
期はマイナス8.8％）、総資産経常利益
率（ROA）は18.8％（同0.4％）とど
ちらも大幅に改善し、比較企業のなか
では全項目でトップとなった。

　比較企業を含め、いずれも財務面で
の不安は小さい水準となっている。イ
ンパクトの21年12月期の自己資本比
率は45.7％（20年12月期は31.1％）、
デット・エクイティ・レシオは82.3

（同160.4％）、流動比率は319.9％（同
235.6％）と、いずれも改善した。最終
黒字に転じたことで、20年12月期は
マイナスだった利益剰余金がプラスと
なった。

■成長性 ■収益性 ■財務安定性
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モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートの読み方

（1）第三者機関として中立的な立場を重視
　モーニングスター・エクイティ・リサーチレポートは、
モーニングスターが位置する中立的な第三者としての立場
を重要視し、客観的な比較・評価情報の提供に努めていま
す。モーニングスターがカバーする全銘柄に対し、アナリ
スト個人の見解に加え、複数のアナリストから成る銘柄評
価委員会の意見を反映し、投資判断・想定株価レンジ・業
績予想を決定しています。
	

（2）カバー銘柄のユニバース
　カバー銘柄は下記対象銘柄から銘柄評価委員会が選出し
ています。
【銘柄選定基準】	
●	アナリストのカバー率が低い国内新興市場上場銘柄	
●		個人投資家からの人気が高い銘柄（各オンライン証券
のデータを参考）	

●	時価総額を考慮（50 億円程度以上を目安）	
●	整理、監理銘柄や継続疑義、債務超過銘柄を除く	

（3）3 段階の投資判断
　カバー銘柄に対する投資判断は、モーニングスターの各
アナリストによる調査・取材・分析を基に銘柄評価委員会
の協議を経て決定しています。下記の基準を基に3段階（最
上位から「Overweight	」（オーバーウエート）、「Neutral」
（ニュートラル）、「Underweight」（アンダーウエート））
で予測しています。	

		Overweight 			（オーバーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上上回ると
予測される場合
    Neutral     （ニュートラル）
今後、半年間の株価推移が現値水準の－ 15％～＋ 15％に
とどまると予測される場合
Underweight（アンダーウエート）
今後、半年間の株価推移が現値水準を 15％以上下回ると
予測される場合

　モーニングスターでは業績見通しや財務状況、株価の値
動きなどに関する見解の変更により、機動的に投資判断を
変更します。ただし、影響力のある、新しい情報が明らか
となり、判断に時間を要する場合には投資判断を「Under	
Review」（保留）とする場合があります。また、取引時間
中の投資判断の変更は行いません。アナリストが退職した
場合などは投資判断をいったん「Suspension」（停止）と
する可能性があります。	

（4）中期的な想定株価レンジ
　向こう半年間で想定される株価のレンジを示します。株
価指標などを用いた適正株価水準のほか、チャートのフシ
目や直近の高値・安値、トレンドライン、移動平均線など
テクニカル面や価格帯別出来高なども考慮して、中期的な
上値メド、下値メドを決定しています。

■ アナリストコメント 
　直近の業績動向や事業環境につい
て、取材に基づいた評価をコメント
しています。投資判断の根拠や業績
予想に対する見方、今後の事業展望
などを記載し、株式投資をするうえ
で最も重要な情報を掲載していま
す。また、読みやすさを考慮してテー
マごとに 2 ～ 4 つのパラグラフに
まとめているほか、重要なポイント
を太字で強調しております。

■ 業績動向 
　通期決算の実績 2 期分と会社予
想、およびモーニングスターの独自
予想を今期、来期の 2 期分掲載し
ております。各銘柄への取材に加え、
四半期毎での過去の業績傾向やセグ
メント毎での分析に基づいて業績数
値を予測しています。

■ 会社概要 
　各銘柄がどのようなビジネスを展
開しているのか、どこに収益源があ
るのかなどを詳しく解説するほか、
今後どの事業に力を入れていくの
か、中期的にはどのような事業展開
を図っていくのかなどの中期的な見
通しも取材を踏まえて掲載します。

■ 事業環境と展望 
　各銘柄が属する業界について、足
元の状況や将来の成長性などの観点
から解説します。競合他社への取材
も実施することで業界全体を多方面
から捉えるほか、業界団体のデータ
など具体的な数値も掲載します。

■ リスク要因 
　各銘柄が有するリスクを解説しま
す。事業面でのリスクに加え、業績
面や財務面、株式市場独自のリスク
なども考慮して様々な角度から見た
リスクを示します。

■ 成長性 
　今期会社計画の売上高成長率、営
業利益成長率、EPS 成長率を競合他
社と比較するほか、過去の経緯や主
力事業の成長力などを評価します。

■ 収益性 
　今期会社計画の売上高営業利益率
と前期実績の自己資本当期純利益
率、総資産経常利益率を競合他社と
比較するほか、過去からの収益性の
変動などを評価します。

■ 財務安定性 
　前期実績の自己資本比率、デット・
エクイティ・レシオ（＝有利子負債
/自己資本× 100）、流動比率（＝流
動資産 / 流動負債× 100）を競合他
社と比較するほか、現預金やキャッ
シュフローなどの観点から財務安定
性を評価します。

項目説明
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