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(百万円未満切捨て)

１．2023年９月期第１四半期の連結業績（2022年10月１日～2022年12月31日）
（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 ％

2023年９月期第１四半期 3,100 △39.3 330 △87.2 330 △87.1 81 △95.4

2022年９月期第１四半期 5,105 28.5 2,571 42.3 2,573 42.1 1,751 56.7

(注)包括利益 2023年９月期第１四半期 79 百万円 ( △95.5％) 2022年９月期第１四半期 1,750 百万円 ( 56.6％)

　

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９月期第１四半期 2.56 2.51

2022年９月期第１四半期 55.21 53.65
　
（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年９月期第１四半期 37,127 32,940 87.3

2022年９月期 39,913 32,598 81.0

(参考) 自己資本 2023年９月期第１四半期 32,400 百万円 2022年９月期 32,320 百万円

２．配当の状況
　

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９月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年９月期 ―

2023年９月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(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９月期の連結業績予想（2022年10月１日～2023年９月30日）
(％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 22,641 9.3 9,031 △7.0 9,003 △7.8 5,980 △12.0 188.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　



※ 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年９月期１Ｑ 31,729,000株 2022年９月期 31,729,000株

② 期末自己株式数 2023年９月期１Ｑ 398株 2022年９月期 398株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年９月期１Ｑ 31,728,602株 2022年９月期１Ｑ 31,716,602株

※ 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

本資料における予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、当社が現在入手可能な情報による判断及び仮定

に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結

果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、当社は将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を

保証するものではありません。
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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

①マーケットの状況

当社のグループ会社である㈱レコフデータが集計し公表している統計データによると、国内企業が関係し公表さ

れたＭ＆Ａ件数は、2022年（１－12月）時点で4,304件（前年同期比0.6％増）と、過去最多を更新しております。

このようにＭ＆Ａマーケットが堅調に拡大する中、中小企業庁によれば2025年までの10年で60万の事業者が黒字

廃業の可能性があるとされ、重要な課題となった中堅・中小企業の事業承継問題の解決策としてのＭ＆Ａは一層注

目度が高まっており、Ｍ＆Ａは多くの経営者にとって重要な選択肢として広く認知されております。

いまや国内では地域・業種等を問わず多くの企業でＭ＆Ａへの関心が高まっており、当社グループとしても幅広

い案件に対応できるよう、グループ体制を拡充してまいりました。案件マッチング強化にも取り組んでおり、オン

ライン上で当社が運営するプラットフォームへ案件を掲載し、提携する金融機関による譲受企業のマッチングを行

うサービスを継続的に強化しており、マーケットの拡大を背景に提携先数を拡大しております。

こうしたマーケットの堅調な拡大を受けて、大手金融機関、地方銀行、新たなＭ＆Ａブティックの新規参入とい

った競合も増加しておりますが、Ｍ＆Ａ専門企業として蓄積してきた国内企業のＭ＆Ａにおける高い専門性と実績

を生かし、Ｍ＆Ａを通じて持続可能な日本経済へ寄与するべく、良質なＭ＆Ａ案件を創出してまいります。

②当社グループの状況

当社グループの経営成績は、売上高は前年同四半期比で2,004百万円（39.3％）の減少となる3,100百万円となり

ました。これは、前年同四半期比で成約件数が減少したこと、成約案件に占める大型案件数が減少し全体的に成約

単価が低下したことが主な要因となっております。

売上原価は、売上高の減少により、賞与引当金を含むインセンティブ賞与が減少したことを主な要因として、前

年同四半期比268百万円（15.5％）の減少となる1,463百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費、消耗品費、地代家賃、支払手数料の増加が主な要因となり、前年同四半

期比505百万円（63.1％）の増加となる1,306百万円となりました。

その結果、営業利益は前年同四半期比2,241百万円（87.2％）の減少となる330百万円、経常利益は前年同四半期

比2,242百万円（87.1％）の減少となる330百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比

1,669百万円（95.4％）の減少となる81百万円となりました。

当社グループの成約案件状況、ならびに当社及び㈱レコフの成約案件状況の内訳は次のとおりとなります。

成約件数（連結）

分類の名称

前第１四半期
連結累計期間

(自2021年10月１日
至2021年12月31日)

当第１四半期
連結累計期間

(自2022年10月１日
至2022年12月31日)

前年
同期比

グループ
全体

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 46 33 △13

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 10 5 △5

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 36 28 △8

成約件数（単体）

分類の名称

前第１四半期
累計期間

(自2021年10月１日
至2021年12月31日)

当第１四半期
累計期間

(自2022年10月１日
至2022年12月31日)

前年
同期比

Ｍ＆Ａキャピタル
パートナーズ㈱

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 41 30 △11

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 9 5 △4

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 32 25 △7

　



Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(6080) 2023年９月期 第１四半期決算短信

- 3 -

分類の名称

前第１四半期
累計期間

(自2021年10月１日
至2021年12月31日)

当第１四半期
累計期間

(自2022年10月１日
至2022年12月31日)

前年
同期比

㈱レコフ

Ｍ＆Ａ成約件数 （件） 5 3 △2

手数料
金額別

うち１件当たりの手数料
総額が１億円以上の件数

（件） 1 0 △1

うち１件当たりの手数料
総額が１億円未満の件数

（件） 4 3 △1

なお、当社グループにおける報告セグメントはＭ＆Ａ関連サービス事業の単一セグメントであるため、セグメン

トに係る記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比較して3,838百万円（10.5％）減少し32,878百万円となりました。これは、現

金及び預金が3,107百万円減少したこと、売掛金が714百万円減少したことによるものです。

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末と比較して1,052百万円（32.9％）増加し4,248百万円となりました。これは主に

建物附属設備が902百万円増加したことによるものです。

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比較して2,867百万円（44.6％）減少し3,554百万円となりました。これは主に、

未払法人税等が2,334百万円減少したこと、未払消費税等が591百万円減少したことによるものです。

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末と比較して260百万円（29.2％）減少し632百万円となりました。これは主に、賞

与引当金が210百万円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比較して342百万円（1.0％）増加し32,940百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が81百万円増加したこと、新株予約権が262百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年10月28日に公表しております連結業績予想数値について、現時点での変更はありません。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 35,668,284 32,560,559

売掛金 807,061 92,106

その他 241,979 225,982

流動資産合計 36,717,324 32,878,647

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 92,167 994,639

その他 77,112 218,203

有形固定資産合計 169,280 1,212,842

無形固定資産

商標権 132,236 123,979

のれん 773,840 725,475

その他 62,295 88,982

無形固定資産合計 968,372 938,437

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,073,956 1,361,956

繰延税金資産 969,799 721,827

その他 21,905 20,921

貸倒引当金 △7,000 △7,000

投資その他の資産合計 2,058,660 2,097,705

固定資産合計 3,196,313 4,248,985

資産合計 39,913,638 37,127,633

負債の部

流動負債

契約負債 861,784 958,963

賞与引当金 31,568 504,623

役員賞与引当金 13,691 66,416

未払金 2,298,823 1,732,161

未払法人税等 2,358,074 23,602

未払消費税等 645,676 53,778

その他 212,601 215,372

流動負債合計 6,422,220 3,554,918

固定負債

退職給付に係る負債 128,750 132,853

賞与引当金 562,306 351,912

役員賞与引当金 91,407 42,491

その他 110,294 104,753

固定負債合計 892,758 632,010

負債合計 7,314,978 4,186,928
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,893,644 2,893,644

資本剰余金 2,883,394 2,883,394

利益剰余金 26,539,708 26,621,064

自己株式 △353 △353

株主資本合計 32,316,393 32,397,749

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 4,424 2,281

その他の包括利益累計額合計 4,424 2,281

新株予約権 277,842 540,673

純資産合計 32,598,659 32,940,705

負債純資産合計 39,913,638 37,127,633
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（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

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 5,105,237 3,100,528

売上原価 1,732,675 1,463,894

売上総利益 3,372,562 1,636,634

販売費及び一般管理費 801,011 1,306,221

営業利益 2,571,551 330,412

営業外収益

受取利息 1,000 1,005

新株予約権戻入益 9,868 ―

雑収入 483 267

営業外収益合計 11,352 1,273

営業外費用

支払利息 83 ―

固定資産除却損 8,641 30

雑損失 358 722

営業外費用合計 9,083 752

経常利益 2,573,820 330,932

税金等調整前四半期純利益 2,573,820 330,932

法人税、住民税及び事業税 703,124 1,605

法人税等調整額 119,469 247,971

法人税等合計 822,594 249,576

四半期純利益 1,751,225 81,356

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,751,225 81,356
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年10月１日
　至 2021年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 1,751,225 81,356

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △813 △2,142

その他の包括利益合計 △813 △2,142

四半期包括利益 1,750,412 79,214

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,750,412 79,214
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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。

　


