
■ソーシャルワイヤー（東証マザーズ/3929） ※図表はバフェットコード様の著作より転載

デジタルPR(広報支援→デジタル広告へ進化)とシェアオフィス(高付加価値レンタルオフィス)の両輪
ビジネス現場におけるプラットフォーム創造を自社発＋MAで範囲を広げて価値創造を標榜

トップライン安定成長

安定成長から先行投資で減益へ

収益性は高い

財務はやや弱い

2019/11/5更新

先行投資による減益で高PER

先行投資 低位ながら安定増配



■ビジネス図解

【凡例】

i

情報

¥

カネ モノ カネ以外の流れ カネの流れ 自社 他社

データ

コメント アクター

o

主従関係

中小企業・士業法人スタートアップ企業 海外現地法人

ソーシャルワイヤー

¥利用料

※翻訳事業や新規ビジネスについては表記を割愛。

o 各種サービス提供o

プレスリリース配信、クリッピング、信用
情報提供などBPO全般
※広報から広告分野としてツイッター拡
散プランなど高付加価値化推進中。

受付を備え、登記可能な高グレードのレンタルオフィス
拡張性に富んだ構成

シェアオフィス
（貸会議室）

賃貸オーナー会社

¥

賃借料

フロア提供o ¥企画・運営

原価の50%程度が地代家賃

段階的な投資判断
※新橋は一勝負

デジタルPR
（プレスリリース配信）

¥ 企画・運営

記事クリッピング

FindModel
（マーケティング分野）

出資・企画・運営

マーケッティング・広告効果

契約 トレンド

¥

メディア・信用情報等i

校正やメディア選択などで
高付加価値化。更にオプション機
能拡充で単価維持・向上

インフルエンサー

現状ではアパレルに強い
インスタチャネルが主流

中堅～大手からも引き合いあり

¥ i

i

各種サービス提供

サテライトオフィスなどの活況につき、高付加価値化推
進及びソフト提供など周辺サービス拡充へ準備



■売上構造（デジタルPR事業）

配信単価配信数 ×
売上

広報→広告市場リーチ SNS拡散等の付加価値向上

売上は安定推移も中身の構成に変化。
～質的向上効果で単価への効果発現の一方、配信総量の推移に注視～

※一部図表は会社開示の決算説明資料より抜粋

配信数は緩やかな伸長

企業の広報機会の伸長に伴い配信数は緩やかに伸長。足元ではSNS拡散等の付加価値向上
による広告マーケットに浸食を見出したことで単価急伸。今後広告マーケットでの伸長可否が同セ
グメントの将来性を大きく左右。ネット広告の競合との競争環境に留意か。

単価は急伸 収益は安定成長
(直近3期CAGR 売上18%、利益25%)

AI導入効果で利益率急伸

※クリッピングによる収益寄与もあり。（同様に安定推移をKPI開示から確認済）



■売上構造（インキュベーション事業）

席単価稼働席数 ×
売上

段階的スケール→入居促進のサイクル
海外中心に退去影響もあり

市況活況効果もあり微増
同コンセプト内では伸長余地も限定的

売上は全体としては安定推移も海外等個別状況には注視要素も。
～20/3期チャレンジの新橋の新コンセプトの状況は大きな転換点～

※一部図表は会社開示の決算説明資料・KPIより抜粋

可動席数は伸長

国内は堅調な需要と共に、段階的な増床でリスクを抑えつつ規模拡大を継続中。海外は退去影
響も受けつつ、一部で稼働率低減傾向が見られ、増床による規模拡大期待が後退。
国内はハイブラインドの新橋拠点を20/3期に新設。単価増で入居埋まるか要注視。

単価は緩やかな上昇 収益は黒転後に急成長
(直近3期CAGR 売上17%、利益52%)

※海外の席単価は非開示

※海外の各拠点の状況はKPIで確認済（海外は決算期の相違により開示情報は日本の暦基準から遅滞）



固定費要素の強い人件費・家賃で売上比約半分。
変動費要素の強い他費目で売上の40%弱。
→今後のれん償却や人件費の増を吸収する売上伸長がないと利益率低下。

■コスト構造
※図表は会社開示の有報から抜粋

営業利益 約10%超

コスト

固定費で約半分を占めるコスト構造。他費目が有報等から解読不能。

償却・宣伝・他経費人件費・家賃 +
売上比 約50％ 売上比 約40％

526百万円
(29%)

地代家賃

483百万円
(22%)

FY16 FY17

361百万円
(20%)

人件費

486百万円
(23%)

減価償却 117百万円
(6%)

154百万円
(7%)

①①

①

②②

②

その他 614百万円
(34%)

736百万円
(34%)※19/3期有報は現時点でまだ開示されていないため18/3期有報を使用



■成長シナリオ

複数の成長シナリオ保持 → 限られたリソースをどこに注力するか

エリア拡大型

インキュベーション事業における拠点数拡大による供給席数のスケールによるトップライン先行による成長。
国内は活況が続く。海外は既存稼働の伸長を前提にエリア展開を期待。
従前は入居状況を見据えながら段階的なフロア拡大でリスクを抑制させつつの拡大シナリオだったため安心感
があったものの、グロース舵切の一環で新橋は一勝負にみえるため、入居と単価の両パラメータの注視が求め
られる。

認知度向上型

広報から広告に至る広いマーケットの中で同社サービスの認知度が高まることによる新規顧客の獲得機会に
よるスケール。また、クリッピングや翻訳等の周辺系のサービスも既存顧客への認知浸透が図られることによる
拡大を期待。

M&A・新サービス型

周辺マーケットの補充のためM&Aを含めた新サービスの拡充による付加価値向上による既存サービスのシナ
ジー発揮による単価上昇による成長。

値上げ型

既存サービスの付加価値向上及びインキュベーション事業による需要先行による単価上昇余地。



■財務データの確認（PL）

収益は安定成長。足元で売上伸長がやや鈍化か？

売上安定成長

販管費率抑制

利益率は微増

両セグメント共に単価上昇やAI効率化等の効果で利益効果発現。
今後はトップラインの安定伸長が必須。一旦利益しゃがんでも将来利益期待でリスクテイク判断。

粗利率は漸減

原価と販管費の計上基準変更に伴い往って来い

AI化の恩恵等もあり利益率は上昇
その後は横ばい



■財務データの確認（BS）

最低限の安全圏を満たしつつ、成長実現に向けた財務。

※図表は会社開示の決算説明資料抜粋

規模拡大に伴う、のれん・設備等の資産増

100%水準を確保
一定水準の安定目安を満たす

純資産が順調増も自己資本比率はやや低

固定比率100%で注視水準
小資本で一定のレバレッジ

規模拡大の資産増を借入増で外部調達



■財務データの確認（CF）

潤沢な営業CFを積極的に投資投下。株主還元も早期に拠出努力。

安定的な営業CFの推移

積極的な投資を継続

売上伸長に陰りが出ないか20/3期進捗を注視



■決算アウトルック

２Qは増収加速も新橋拠点開設による先行投資で意図した減益
～ インフルエンサーPRが躍進し第三柱に手応え。新橋拠点は今後に期待 ～

■1Qの増収増益から一転し増収減益決算へ（新橋拠点開設のコスト先行で意図した減益）

※表は会社開示の決算短信及び決算説明資料より転載

✓ 増収率加速
✓ 大幅な減益
✓ トータルでは会社業績見込み通りで進捗

シェアオフィス

増収増益加速

増収

国内

✓ 新橋開設による大幅増床によ
り稼働率は低水準へ

✓ 先行投資コストもあり四半期
単体では赤字も想定範疇。

海外

✓ 稼働席数は前年比横ばい
✓ 単価も横ばい
✓ 社長コメから最悪期脱したと
のことがだが・・・

デジタルPR

従量制配信

✓ 配信数減×単価増=増収寄与
✓ 足元受注は単価増止まる

クリッピング

✓ 外部環境良好で好調持続

インフルエンサーPR

✓ 成長加速で第三柱に育つ。
✓ 他既存領域より高利益率
✓ MA後3倍規模に拡大成長
✓ まだ数値規模は小さいため今
後更なる積み増しに手応え

固定制配信(NEWSCAST)

✓ 成長を支える規模に成長。

デジタルPRがインフルエンサー等で絶好調！
シェアオフィスは新橋拠点先行投資で今後の立ち上がりに期待。
EBIDAと法人営業要員増強による販管費増を考慮すると上出来な着地

減益

・前期2Q累 セグメント利益:93百万円
・今期2Q累計 セグメント利益:28百万円
・差分:▲65百万円
→減価償却費は前期比約1億増加



■決算精査（売上－粗利の状況）

増収トレンドは加速。先行投資で粗利減もEBITDA考慮で問題なし
～ 新橋拠点開設による償却+人員増強影響か ～

売上 800百万円

粗利益 399百万円
（50.0%）

前期2Q

売上 955百万円

粗利益 409百万円
（42.9%）

今期2Q

19%増収／3%増益

売上は順調！
利益もEBITDA考慮で問題なし

※図は会社開示の決算短信より転載

四半期単位では多少の凹凸を見せながら成長中

・1Q減価償却費99百万円(1Q有報)
・2Q減価償却費184百万円(2Q有報)

成長がやや加速

先行投資による
意図した減益



■決算精査（販管費の状況）

販管費は法人営業等の人件費増強加速で２Qで増額加速
増収効果で販管費率は横ばい圏

売上 800百万円

販管費 302百万円
（37.8%）

前期2Q

売上 955百万円

販管費 363百万円
（38.0%）

今期2Q

販管費：19%増

✓ 法人営業中心に人材投資を推進した結果、給
与手当が増額したと思われる。（+55百万円）

✓ 増収効果で販管費率は横ばい圏

販管費率を維持しながら投資投下を継続



■決算精査（営業利益の状況）

大幅投資を実行しているため、減益率や利益率は注目に値しない
～現状の種まきが来期以降の収益化にどう貢献するか見守る時期～

売上 800百万円

営業
利益

97百万円
（12.1%）

前期2Q

売上 955百万円

営業
利益

46百万円
（4.8%）

今期2Q
53%増益
利益率大幅減

・EBITDAベースで累計期間で増益を確保しているため、償却費負担がメインと考えられる。
・そのうえで、販管費で55百万円相当の人材増強を進めている点も利益を押し下げている。
・更に下期には展示会など認知度向上施策に向けた投資もある模様。



■還元姿勢

早期に配当還元を実施。成長投資を堅持しつつ配当性向3割目安

投資期にもかかわらず、
将来利益を踏まえて増配を継続予定。

11円

19.3期

12円

20.3期

検討が長いですね～（笑）
きっとやらないのかなと。

クオカード配ってもね。。。
という声が聞こえてきそうです。

※図は会社開示のWebより転載



■株価推移

成長期待が剥落して株価は下落トレンド継続中

減益予想には容赦ない売りが継続しており下落トレンド。



■事業上のリスク

いずれのリスクも「受容」項目が多くリスク対処に明確な秀逸プランはない

人材活用・育成・定着

社長のカリスマによる牽引への依存度の高さや、
各事業への権限移譲を進める中での経営感度
の高い人材の確保、またスピード感ある業務に人
材定着率が低位だと図られない場合に、成長阻
害を生じる可能性を有する。

金利・不動産市況の動向変化

金利変動による借入金調達のリスクや不動産市
況の変化による地代家賃の変動による仕入原
価の増減リスクを有する。

新規事業・M＆A失敗

新橋拠点の新コンセプト展開や周辺系サービス
にのれんをもったM&Aを重ねておりこれらの収益
性負担により業績へのネガティブリスクを有する。

競争環境の激化

デジタルPR市場への進出やレンタルオフィスの活
況により、より多くの競合との競争が生じることとな
る。各サービスで先行企業がある中で一定程度
のシェアを確保できない場合、淘汰リスクを有する。

いずれの事業も依然として小規模であり、小さなアイデアとその執行により大
きく業績や将来の布石のスピード感を左右する。そのため育成の観点からも
各事業の執行責任者に権限委譲を進めている様子が伺える。新たな発想や
イノベーティブな活動を発想・牽引するための人材確保・育成とそれを映した
適切な処遇が望まれる。今後規模が拡大するにつれて多様な人材確保やス
ケールを牽引させる人材手当の部分に注意を払っておく必要があると認識。

金利上昇リスクによる財務への影響は一定の財務安全性の確保により受容。
不動産市況の変化は強気相場の場合、景況感も悪化していない可能性も
高く一定程度の値上げによる吸収効果を計ることでの対処が可能と認識。

新橋新設の新コンセプト拠点は時流を捉えた新たなチャレンジであり不確実
性を多いに孕むものの、先行の他社展開の状況でも需要は旺盛とみられリ
スク受容。M&Aは足元では買収会社の収益は収益貢献に転じているもの
の今後の変化の可能性は常に念頭に置いておく必要がある。(のれん償却は定
額5-8年で19/3期未償却残高増加につきリスク増)

ニュースワイヤー事業ではメディア選定スキルや拡散特化のニッチスキルの発
揮による一定程度の差別化は可能とみるも、競合環境は厳しいものと認識。
広告市場はより激化が予想されるため、施策の効果の発現を注視する必要
がある。レンタルオフィスも異業種参入も進み、同社ならではの強みを如何に
訴求できるかがターニングポイント(例:ソフトサービスの充実等)



■未来の考察（中計内容に沿って考察）

成長市場へのチャレンジ方針は高評価→客観的に見えずらい部分も

※図は会社開示の中計説明資料より転載

広報はマーケットサイズ「小」で競合
も少なかったが広告市場はマーケット
サイズ「大」で競合も多いが、きめ細
かい編集→メディア選定→拡散の
同社ツールが圧倒的な競争優位性
を有しているのかどうか。
（例:PRTIMESは隣接で直接競
合でなかったが今後はガチンコ？勝
機をどう見ているのか）

特化型コンセプトのWeWorkや
TKP買収で規模面でリーダ的存
在のリージャス、駅近立地のイン
フラで優位性を確保出来るJRな
どとどう競争優位性を発揮してい
けるのか。
(併売する＠プレスや翻訳等ソフ
トが圧倒的な集客・訴求ツール
になるのか)

成長市場へのアプローチはよくわかった！
競争優位性は本当にあるのか。足元の好況は一過性か優位性の発現か？

デジタルPRとしてSNS連携の拡散型広告に一定の手応えがあった
ことは成果と認識する一方で、デジタルPRに潜在的なニーズが存在
していることは既知のことでもある。
同社サービスのスキームがその潜在的にニーズへきちんとリーチ出来
ていて、継続した利用が望めるものなのか明確な「掘り当てた」の
結論にはまだ時期尚早の面もある。
サービスローンチでお試しで法人営業の努力で押し上げただけでなく、
ニーズにマッチしており継続性のある単価上昇の実績となっているの
か見極めがどこまでできているのか。



■未来の考察（中計内容に沿って考察）

クロスセル×営業力向上で成長を実現
～人材コストや競争環境下での優位性をどう見極めているのかより理解を深める必要あり～

人材は既に増強出来ているか？
優秀な営業マンの調達には人材コストも不可欠であるがニュースワイ
ヤー事業は利益はそこまで沈まない計画であるが大丈夫か？

＠プレスは広報配信に一定の実績とノウハウを有しているが、広告
配信・拡散はNEWCASTはまだ実績薄い。顧客内で広報と広告は
部署も異なる中限られたリソースでどう両取りする戦略か。顧客の窓
口部署が異なる中でのクロスセルは相当な苦労があるはずだが・・・

Findmodelは買収時は主にインスタグラムーアパレルに強いイメージ
があったが、異業種へのインフルエンサーマーケティングへの余地はどの
程度あるのか。

・営業力強化の人材コストは十分織り込まれているか。
・クロスセルが成長市場の中の競争優位性に優れているのか。

足元踊り場の売上を再加速させるために必要な施策を打つための
人材獲得やコストは十分に織り込まれた横ばい水準なのか？

※図は会社開示の中計説明資料より転載



■未来の考察（中計内容に沿って考察）

レンタルオフィスの堅調需要を踏まえて積極投資・将来利益を最大化
～SWならではの価値をどこに見出すか・競争優位性がどこに生まれるか理解を深める必要あり～

まずは新橋の順調な立ち上げが実現できるか。
従来の段階的拡大とは異なりある程度纏まった投資が立つ。
中期的には第二、第三の新コンセプトモデルの横展開広がるか。

競合他社と比較してSWならではの特技、特徴、優位性はどこに
あるのか。テクノロジーで差別化できる機能を付加できるのか。

利用者に提供するソフトはGAFAからニッチソフトハウスまで提供
が多く、独自ソフトが訴求力になるのか。
(例:コミュニケーションもSkypeやTeams等でデファクト化)

・優位性をどう発揮して継続価値を生む戦略なのか。
・景況感・市況主導ではない独自の価値はどこに見出すか。

先行投資が実り入居が想定通り進み将来利益を確保できるかは競
合関係に加えて、景況感等様々なファクターで決まるはず。

※図は会社開示の中計説明資料より転載



■未来の考察（中計内容に沿って考察）

クロスセル×営業力向上で成長を実現
～人材コストや競争環境下での優位性をどう見極めているのかより理解を深める必要あり～

※図は会社開示の中計説明資料より転載

売上グロースを標榜した王道の成長方針はよいと思う。
但し、両セグメントとも前述の通り、「競争優位性」をどこに見
出すのかについての理解が深く得られず信じるしかないという感
覚的な受け止めになりがちなのが正直なところ。

400百万円

800百万円

1,200百万円

2,000百万円

MAXシナリオ

中計シナリオ

従来シナリオ

現状

5年で5倍（3年で約3倍弱）

5年で3倍（3年で約2倍）

5年で2倍（3年で約1.5倍弱）

5年でGET100

5年で2倍なら従来シナリオでもよかっ
たような気もするけど・・・
でも経営として、チャレンジしたいということは相応
の手応えがあってのことだろうと思うしかなく・・・

地代家賃と人件費でコストの半数を抱える中で抜ける利鞘は限定され、
人件費も優秀層確保のために高止まりを想定すると利益率3％弱の
増加も一筋縄ではいかないだろう



■未来の考察（株価水準）

３シナリオで大きく株価見通しも変わるので予測が困難

売上 32.6億

営業
利益

4.1億
（12.4%）

EPS 41.05

BPS 215.41

19.3実

売上 40-56-65億

営業
利益

5.5-8.4-11.5億
（13.8-17.7%）

EPS 約55-84-115

BPS 約260-400-540

22.3 予

55-115円
（84円）

想定EPS

22-24倍
(23.8倍)

想定PER

1,210-2,760円
（2,000円）

目標株価

× ＝

260-540円
(400円)

想定BPS

5-7倍
(6倍)

想定PBR

1,300-3,780円
(2,400円)

目標株価

× ＝

※BPSは乱暴だが営業利益伸長ぱぺースに8-9割掛け。(特に根拠なし)
※EPSは将来の増資実施時の希薄化は一切織り込まず。

※過去平均28.4倍 過去最高55.0倍

※過去平均6.2倍 過去最高12.3倍

個人的見解に基づく皮算用です
(会社開示の予測ではありません)

中計達成で
2,000円到達が一つのメド

24.3 予MAXシナリオ

中計シナリオ

従来シナリオ

M中従 - - MAXシナリオ

中計シナリオ

従来シナリオ

売上 45-70-101億

営業
利益

8-12-20億
（17-20%）

EPS 約80-120-200

BPS 約380-560-950

M中従 - -

※（）内が中計ガイドに沿った算出シミュレーション

5年スパンでは
3,000円手前まで視野

MAXシナリオでは5,000円

※従来シナリオでは1,200円程度

※従来シナリオでは1,800円程度



成長市場 グロース投資

■（再掲）中計の受け止め

最後は信じるか信じないかはあなた次第の都市伝説のようなもの
～ 「信じる」とか「祈る」投資はあまりよろしくないんですけどね ～

プロセス

×
新たな方針

広報配信・クリッピングはマーケット成長は緩慢

広告宣伝×SNS連携=デジタルPRは高成長分野

営業強化とクロスセルで当該分野で拡販・規模拡大を目指す

オフィスシェアリング市場が参加者急増・需要旺盛で急成長

ハイブランド化・付加価値提供に手応え→新コンセプト展開

ソフト面の拡充も踏まえて単価と規模双方の拡大を目指す

着眼
ポイント

■高成長分野は競合も多い
→SNS拡散や周辺クロスセルの訴求が圧倒的な競争優位性
になるのか。

■商材魅力度は市場競争力があるか
→SNS拡散機能の他、周辺サービス(クリッピング、反社チェッ
ク、インフルエンサーマーケ等)は顧客業容を網羅して競合会
社に勝てる要素が明確なのか。

■前提リソースは十分か
→法人営業やクロスセルのラインナップを創造するための優秀
な人材リソースが不可欠だが、人材獲得、定着に向けた育
成・報酬等の環境は十分なのか。

■業務ノウハウに相違はないか
→広報市場と広告市場では必要な機能やポイントが相違す
る点でノウハウの補充の体制は整っているか。また顧客アプロー
チの手法が異なる(予算引っ張る先が異なる)点も獲得障壁
にならないか。

■競争環境の厳しさ
→各社が特色を生かして展開する中でSWの強みはどこにあり
競争優位性を発揮できると考えているか。
・WeWork:独特なお洒落オフィスの展開。
・TKP:拠点拡大意欲旺盛。会議室認知度高。
・JR:駅近立地を可能とする利便性超高。

■差別化要素の見出し
→IoT環境の整備やビルグレード等はもはや差別化要素にな
らないと考えられるが、賃貸物件に対してSWならではの付加
価値の付け方をどう捉えてるか。

■付加サービスの需要
→ソフト拡充を標榜しているが、コミュニケーションツールなど既
に既存のデファクトツールが浸透する中でSW利用者が特別に
享受出来る付加要素はどんなものがあるのか。

■不況耐性について
→景況感変化で、ベンチャー・中小顧客の廃業・新設減又は
大手顧客のシュリンクで需要総量の変化への対策はあるか。

定量評価 売上(規模拡大)主導の成長はCAGR含めGood！利益率はコスト構造、とりわけ成長のための人件費高騰想定は十分か？



■特記事項メモ

・株主総会後に会社説明や懇親の場を初めて企画している様子。（中計理解をより促したい表
れと好感触）
・毎年株主総会でノベルティーのマグカップがもられる。重ねると絵柄が繋がる！
・決算後に個人投資家向けのオンライン説明会を開催。チャットで質問が飛び交い、カオス化する。
・社長はロボットが大好き（らしい） ※アイボやPepperがレンタルオフィスに設置されている。
・社長はソフトバンク出身。特に強い連携は今のところない模様。
・IR担当が非常にキレ者で、いつも電話でたじたじになる（笑）。
・社風として役割が人を育てるような雰囲気が強く、権限委譲や執行面で現場にどんどんやらせる様子。
・株主総会は受付時間前に到着し、1Fのベローチェでソフトクリームが乗ったコーヒーゼリーを食べるのが鉄板。
・個人投資家向けのスモールミーティングはその後開催されなくなった
（メンバー固定化で趣旨や広く知ってもらうための費用対効果が見出せなくなったのか・・・）
・社長が毎月コラムを掲載し、足元の状況などの発信に努めていて内情が伝わりやすい。
・女性主導の会社のようにみえる。役員や社員の構成も女性が多い。
・株主総会では初めて立食パーティーが開催された。ケータリングによる料理提供と人数も少なくゆっくり語らえて
とてもよい機会（ぜひ継続してもらいたい）。
・社長とIR役員以外の役員と話したことがなかったが、皆さん明るい。そして女性が皆さん美しい。



■最後に

当ファイルはあくまで個人的な見解に基づき記載をしています。
記載されている定量的・定性的内容については、事実と異なる可能性を多分に含んでおります。
従って、実際の投資判断はあくまで各自の主体的判断に基づき行われるようにお願いいたします。
なお、対象会社への投資を勧誘するものでも、否定するものでもありません。いわゆる煽りの意思は
一切ございません。

また、当方は初心者投資家でありますので、あるべき観点や考察の浅さが目に付くこともあろうかと
思います。そのような点にお気づきになりましたら、ぜひご指摘を頂けますと大変嬉しく思います。その
ようなご指摘を頂ける機会を望み、稚拙ながら情報発信を続けておりますので、ご理解とご協力を
お願いできればと思います。

最後に、当資料の公開について、対象会社などからご指摘があった場合、即座に訂正をさせて頂く
とともに、必要に応じて公開そのものを取りやめることといたします。


