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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１四半期連結累計期間の家庭用ゲーム業界におきましては、ゲームソフト市場が底堅く推移するとともに、

海外で好調な「プレイステーション４」の販売台数が国内でも伸長するなど明るい動きが見られました。モバイル

業界におきましては、平成30年度の国内スマートフォン契約数が１億件を超え、スマートフォンの契約数比率が７

割を占めるとの見通し（株式会社ＭＭ総研調べ）も発表される中、スマートフォン向けコンテンツ市場はゲームを

中心にライフスタイル、健康、ビジネス、教育など幅広い分野のコンテンツ市場が好調に推移しました。

このような状況の中、当社グループは強みである技術力・開発力を活かした企画・提案力を通じて幅広いクライ

アントの需要に対してタイムリーかつ柔軟な対応に努めてまいりました。また、平成27年10月22日に平成28年８月

期から平成30年８月期の３年間を対象とする中期経営計画を発表し、中長期的な企業価値と資本効率の向上に向け

て、「サービス業務の拡大」、「グローバル化の推進」、「サービス分野の拡大」及び「収益基盤の強化」を骨子とする

基本方針を策定し、重点施策への取り組みを開始しました。

当連結会計年度は顧客と取り決めた開発スケジュールの関係上、売上の計上時期が第２四半期以降に集中し、当

第１四半期連結累計期間の業績につきましては、前年同四半期と比べて売上高が減少すると見込んでいた中、ゲー

ムソフト開発事業の開発業務が概ね計画通りに完了し、スマートフォン向けコンテンツのロイヤリティ売上が引き

続き好調に推移した結果、当初の想定を上回り、売上高は５億47百万円（前年同四半期比28.2％減）となりました。

利益面につきましては、上述の理由に加え、販売費及び一般管理費が前年同四半期と同水準で推移したことから、

営業損失１億30百万円（前年同四半期は営業損失30百万円）となりました。また、前年同四半期に比べて為替差益

などの営業外収益が減少したことから、経常損失１億７百万円（前年同四半期は経常利益70百万円）、親会社株主に

帰属する四半期純損失91百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益26百万円）となりました。

なお、開発完了タイトル数は、家庭用ゲーム機向け３タイトル、携帯端末向け２タイトルの合計５タイトルとな

りました。

セグメントの業績は次のとおりであります。文中の各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含ん

でおりません。

① ゲームソフト開発事業

ゲームソフト開発事業におきましては、開発条件の良い案件や有力タイトルの引き合いなど受注環境が良好に推

移する中、開発業務が概ね計画通りに完了し、「ニンテンドー３ＤＳ」向け開発案件の完了時期が顧客による開発ス

ケジュールの変更に伴って、第２四半期から当第１四半期に前倒しとなった結果、開発売上は１億93百万円となり

ました。

ロイヤリティ売上につきましては、既存のソーシャルゲーム案件やニンテンドー３ＤＳ向けタイトルを中心に５

百万円となりました。

当連結会計年度は顧客と取り決めた開発スケジュールの関係上、売上の計上時期が第２四半期以降に集中し、当

初から前年同四半期と比べて売上高が減少すると見込んでいたことから、当事業の当第１四半期連結累計期間の売

上高は１億98百万円（前年同四半期比51.6％減）、営業損失１億４百万円（前年同四半期は営業損失17百万円）とな

りました。
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② モバイル開発事業

モバイル開発事業におきましては、スマートフォン向けコンテンツの旺盛な開発需要を背景に、前期に受注した

スマートフォン向け大型案件を計画通り完了できたものの、一部の新規案件で受注に至らなかった案件が発生した

ことから、開発売上は１億24百万円となりました。

運営売上につきましては、既存の案件が概ね順調に推移するとともに、当第１四半期から運営業務を開始した大

型案件が複数あったことから、１億20百万円となりました。

ロイヤリティ売上につきましては、スマートフォン向けコンテンツのロイヤリティ売上が引き続き好調に推移し、

前年同四半期並みに計上できた結果、34百万円となりました。

この結果、当事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は２億79百万円（前年同四半期比1.5％増）、営業利益は

44百万円（前年同四半期比3.7％増）となりました。

③ その他事業

その他事業におきましては、パソコン向けアバター制作業務が概ね計画通りに推移したものの、その他のコンテ

ンツ開発の一部案件において開発完了時期が第２四半期以降にずれ込んだことから、開発売上は32百万円となりま

した。

運営売上につきましては、子会社の株式会社フォネックス・コミュニケーションズが展開するスマートフォン向

けコンテンツ配信サービスにおいて、音楽及びエンターテイメント業界で採用実績を拡大したほか、コンビニエン

スストアでの販路拡大など新たな取り組みにも注力しましたが、受注金額は計画を若干下回り、18百万円となりま

した。

ロイヤリティ売上につきましては、「Ｗｉｉ Ｕ」向け家庭用カラオケ楽曲配信事業を中心として、17百万円とな

りました。

この結果、当事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は68百万円（前年同四半期比9.6％減）となりました。ま

た、東南アジア向けコンテンツ配信事業においては、クライアントの有力ＩＰを用いたスマートフォン向けコンテ

ンツの配信を開始するなど進展が見られたものの、こうした新規事業の推進にかかる費用が継続して先行している

ことから、営業損失70百万円（前年同四半期は営業損失55百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産残高は、前連結会計年度末と比較して42百万円増加し、73億85百万

円となりました。資産の部におきましては、有価証券、仕掛品などが増加した一方で、現金及び預金、売掛金など

が減少したことにより流動資産が71百万円減少しております。また、償却による有形固定資産の減少などがあった

ものの、投資有価証券などの増加により固定資産が１億14百万円増加しております。

負債につきましては、買掛金、未払法人税等、賞与引当金が減少したものの、前受金などが増加したことにより、

前連結会計年度末と比較して２億30百万円増加し、16億28百万円となりました。

純資産につきましては、配当金の支払いに伴い、利益剰余金が減少したことにより、前連結会計年度末と比較し

て１億87百万円減少し、57億57百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月期の連結業績予想につきましては、平成27年10月９日に公表いたしました連結業績予想から修正は

行っておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差

額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更

いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度につい

ては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,345,035 2,121,889

売掛金 731,811 262,250

有価証券 312,829 417,869

仕掛品 653,469 1,168,117

繰延税金資産 90,239 91,938

その他 102,166 102,361

流動資産合計 4,235,552 4,164,426

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,212,616 1,220,518

減価償却累計額 △614,837 △623,674

建物及び構築物（純額） 597,779 596,843

工具、器具及び備品 298,184 297,998

減価償却累計額 △266,460 △269,011

工具、器具及び備品（純額） 31,724 28,987

土地 709,565 709,565

その他 61,906 68,645

減価償却累計額 △57,001 △57,802

その他（純額） 4,905 10,843

有形固定資産合計 1,343,973 1,346,239

無形固定資産

ソフトウエア 64,130 55,457

電話加入権 2,135 2,135

無形固定資産合計 66,265 57,592

投資その他の資産

投資有価証券 781,208 900,032

退職給付に係る資産 47,790 48,135

繰延税金資産 8,669 18,771

投資不動産 373,261 373,261

減価償却累計額 △55,124 △57,115

投資不動産（純額） 318,137 316,146

関係会社長期貸付金 25,225 20,039

その他 516,022 514,428

投資その他の資産合計 1,697,055 1,817,554

固定資産合計 3,107,294 3,221,386

資産合計 7,342,846 7,385,813

決算短信 （宝印刷）  2016年01月06日 16時55分 5ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

株式会社トーセ（4728）平成28年８月期　第１四半期決算短信

－5－



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 118,265 74,567

未払法人税等 106,336 6,778

前受金 255,138 650,634

賞与引当金 190,301 81,380

役員賞与引当金 － 6,000

その他 428,310 514,663

流動負債合計 1,098,352 1,334,024

固定負債

繰延税金負債 8,548 －

役員退職慰労引当金 252,378 255,758

その他 38,954 38,954

固定負債合計 299,881 294,713

負債合計 1,398,234 1,628,738

純資産の部

株主資本

資本金 967,000 967,000

資本剰余金 1,313,184 1,313,184

利益剰余金 3,875,343 3,690,597

自己株式 △277,467 △276,523

株主資本合計 5,878,060 5,694,258

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,867 23,533

為替換算調整勘定 33,408 29,971

退職給付に係る調整累計額 △15,962 △15,401

その他の包括利益累計額合計 41,314 38,103

新株予約権 8,248 8,102

非支配株主持分 16,988 16,610

純資産合計 5,944,612 5,757,075

負債純資産合計 7,342,846 7,385,813
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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 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 762,346 547,087

売上原価 581,093 452,198

売上総利益 181,252 94,889

販売費及び一般管理費 212,227 225,446

営業損失（△） △30,974 △130,557

営業外収益

受取利息 4,739 3,583

受取配当金 2,821 2,701

有価証券売却益 7 -

投資有価証券償還益 13,942 -

投資有価証券評価益 37,673 1,561

不動産賃貸料 12,119 12,524

為替差益 55,495 7,816

雑収入 4,325 8,235

営業外収益合計 131,125 36,422

営業外費用

支払利息 48 22

持分法による投資損失 21,124 5,186

不動産賃貸費用 7,711 7,851

雑損失 678 43

営業外費用合計 29,563 13,103

経常利益又は経常損失（△） 70,587 △107,239

特別利益

固定資産売却益 2 -

投資有価証券売却益 5,517 -

新株予約権戻入益 - 104

特別利益合計 5,519 104

特別損失

固定資産除却損 10 19

特別損失合計 10 19

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

76,095 △107,153

法人税、住民税及び事業税 69,801 3,001

法人税等調整額 △20,743 △18,703

法人税等合計 49,058 △15,701

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,037 △91,451

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

516 △378

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

26,521 △91,073
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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 平成26年９月１日
　至 平成26年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年９月１日
　至 平成27年11月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,037 △91,451

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 32,626 △333

為替換算調整勘定 8,034 △3,437

退職給付に係る調整累計額 387 561

その他の包括利益合計 41,047 △3,210

四半期包括利益 68,085 △94,662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,568 △94,284

非支配株主に係る四半期包括利益 516 △378
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年９月１日 至 平成26年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
計

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ゲームソフト
開発事業

モバイル
開発事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 410,923 275,264 76,157 762,346 ― 762,346

セグメント間の内部売上高
又は振替高

25,488 3,131 7,157 35,777 △35,777 ―

計 436,412 278,396 83,315 798,123 △35,777 762,346

セグメント利益又は損失（△） △17,734 42,543 △55,784 △30,974 ― △30,974

(注)１ 売上高の調整額△35,777千円はセグメント間取引の消去の額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と一致しております。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
計

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

ゲームソフト
開発事業

モバイル
開発事業

その他事業

売上高

外部顧客への売上高 198,727 279,480 68,879 547,087 ― 547,087

セグメント間の内部売上高
又は振替高

53,731 3,134 12,065 68,931 △68,931 ―

計 252,458 282,614 80,945 616,018 △68,931 547,087

セグメント利益又は損失（△） △104,083 44,105 △70,579 △130,557 ― △130,557

(注)１ 売上高の調整額△68,931千円はセグメント間取引の消去の額であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と一致しております。
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