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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30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 ％

2021年3月期第2四半期 3,117 54.0 615 158.8 639 143.8 413 158.6

2020年3月期第2四半期 2,023 △13.6 237 △9.2 262 △29.5 159 △36.1

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　436百万円 （230.7％） 2020年3月期第2四半期　　132百万円 （△64.2％）

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

2021年3月期第2四半期 43.06 ―

2020年3月期第2四半期 16.65 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期第2四半期 11,250 10,521 93.3 1,093.27

2020年3月期 12,039 10,373 85.0 1,065.70

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 10,492百万円 2020年3月期 10,228百万円

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

2020年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

2021年3月期 ― 15.00

2021年3月期（予想） ― 15.00 30.00

（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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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 6,630 13.8 1,200 6.5 1,250 10.4 670 △13.9 69.80

（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） 2021年3月期2Q 10,649,000 株 2020年3月期 10,649,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 1,051,486 株 2020年3月期 1,051,457 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 9,597,526 株 2020年3月期2Q 9,597,635 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

　上記に記載した予想数字は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通してあり、多分に不確実な要素を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣
旨のものではありません。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。

　なお、上記予想に関する事項は、添付書類２ページを参照してください。
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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

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直しの動きがみ

られるものの依然として厳しい状況にあります。引き続き、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等のリ

スクがあります。

　当社グループは、創業以来の事業であるコンテンツ事業の更なる成長に向けて、「ビジネス領域の拡大」を更

に進めつつ、それぞれのコンテンツビジネス間のシナジーを生み出し、活用することで「ヒットコンテンツ」の

創出を目指してまいります。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、Nintendo Switch向けソフト「Fit Boxing」の全世界累計出荷販売

本数が100万本を突破し、スマートフォン向けゲーム「メダロットS」のダウンロード数が100万ダウンロードを突

破しております。

　上記の取り組みの結果、売上高3,117,560千円（前年同期比54.0％増）、営業利益615,356千円（前年同期比

158.8 ％増）、経常利益639,208千円（前年同期比143.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益413,347千円

（前年同期比 158.6％増）となりました。

　なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの報告セグメントを単一セグメントに変更したため、セグ

メント別の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して788,896千円減少した

11,250,744千円となりました。その主な要因は、売掛金が736,825千円の減少となったことによるものでありま

す。

　負債合計は、前連結会計年度末と比較して936,691千円減少した729,429千円となりました。その主な要因は、

未払法人税等が288,487千円及び流動負債のその他が666,873千円の減少となったことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して147,795千円増加した10,521,314千円となりました。その主な要因は、

利益剰余金が269,384千円の増加となったものの、非支配株主持分が116,845千円の減少となったことによるもの

であります。

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は7,288,802千円と前連結会計年度

末より149,439千円の減少となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は105,123千円（前年同期比976.9％増）となりました。これは主に、売上債権の

減少額736,825千円、税金等調整前四半期純利益639,208千円の増加要因があったものの、未払金の減少額524,239

千円、法人税等の支払額388,403千円、経費前払金の増加額251,590千円の減少要因があったことによるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は41,287千円（前年同期は2,016千円の資金減少）となりました。これは主に、長

期貸付金の回収による収入95,000千円、短期貸付金の回収による収入40,000千円の増加要因があったものの、敷

金及び保証金の差入による支出58,528千円の減少要因があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は290,804千円（前年同期は120,870千円の資金減少）となりました。これは主に、

非支配株主への払戻による支出145,050千円、配当金の支払額143,191千円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の通期の連結業績予想は、2020年５月15日付の決算短信で公表した数値から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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,438,242 7,288,802

売掛金 1,594,028 857,203

有価証券 3,086 3,158

商品及び製品 9,847 6,901

仕掛品 4,468 20,070

原材料及び貯蔵品 20 2

その他 169,245 362,061

貸倒引当金 △543 △878

流動資産合計 9,218,394 8,537,321

固定資産

有形固定資産 45,990 46,257

無形固定資産 14,839 39,620

投資その他の資産

投資有価証券 2,148,586 2,130,531

破産更生債権等 117,971 114,687

その他 615,229 500,413

貸倒引当金 △121,371 △118,087

投資その他の資産合計 2,760,415 2,627,544

固定資産合計 2,821,245 2,713,422

資産合計 12,039,640 11,250,744

負債の部

流動負債

買掛金 24,393 8,806

営業未払金 370,666 375,970

未払法人税等 400,293 111,805

賞与引当金 ― 31,500

その他 861,803 194,929

流動負債合計 1,657,156 723,012

固定負債

その他 8,964 6,417

固定負債合計 8,964 6,417

負債合計 1,666,121 729,429

純資産の部

株主資本

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金 2,466,023 2,466,023

利益剰余金 5,811,531 6,080,915

自己株式 △622,471 △622,504

株主資本合計 10,324,082 10,593,433

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △95,980 △100,691

その他の包括利益累計額合計 △95,980 △100,691

非支配株主持分 145,417 28,572

純資産合計 10,373,519 10,521,314

負債純資産合計 12,039,640 11,250,744
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 2,023,967 3,117,560

売上原価 830,304 1,201,636

売上総利益 1,193,662 1,915,923

返品調整引当金繰入額 151 ―

差引売上総利益 1,193,511 1,915,923

販売費及び一般管理費 955,751 1,300,567

営業利益 237,759 615,356

営業外収益

受取配当金 42,382 28,599

投資事業組合運用益 ― 9,163

その他 4,715 2,266

営業外収益合計 47,097 40,029

営業外費用

為替差損 21,399 16,105

持分法による投資損失 1,039 ―

その他 202 71

営業外費用合計 22,640 16,177

経常利益 262,217 639,208

税金等調整前四半期純利益 262,217 639,208

法人税、住民税及び事業税 91,198 108,134

法人税等調整額 △1,461 89,522

法人税等合計 89,736 197,656

四半期純利益 172,480 441,552

非支配株主に帰属する四半期純利益 12,653 28,204

親会社株主に帰属する四半期純利益 159,826 413,347
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 172,480 441,552

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,380 △4,710

その他の包括利益合計 △40,380 △4,710

四半期包括利益 132,100 436,841

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 119,446 408,636

非支配株主に係る四半期包括利益 12,653 28,204
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 262,217 639,208

減価償却費 5,738 9,499

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,103 △2,949

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,500 31,500

受取利息及び受取配当金 △44,194 △29,939

為替差損益（△は益） 10,846 5,046

投資事業組合運用損益（△は益） 35 △9,163

持分法による投資損益（△は益） 1,039 ―

売上債権の増減額（△は増加） 130,648 736,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,829 △12,637

経費前払金の増減額（△は増加） △16,256 △251,590

破産更生債権等の増減額（△は増加） 3,327 3,284

仕入債務の増減額（△は減少） △4,362 △15,586

営業未払金の増減額（△は減少） △176,833 5,303

未払金の増減額（△は減少） △104,308 △524,239

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,865 △147,001

その他 △42,352 19,715

小計 17,246 457,274

利息及び配当金の受取額 36,266 36,304

利息の支払額 △13 △52

法人税等の支払額 △43,737 △388,403

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,761 105,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,056 ―

敷金及び保証金の差入による支出 △6,300 △58,528

短期貸付金の回収による収入 ― 40,000

長期貸付金の回収による収入 ― 95,000

その他 △772 △35,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,016 41,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △118,461 △143,191

非支配株主への払戻による支出 ― △145,050

その他 △2,409 △2,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,870 △290,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,846 △5,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △123,971 △149,439

現金及び現金同等物の期首残高 6,366,524 7,438,242

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,242,553 7,288,802
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（４）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。
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