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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第１四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年３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 ％

29年12月期第１四半期 5,249 8.9 935 － 1,055 － 689 －

28年12月期第１四半期 4,820 △14.5 △70 － △435 － △413 －
(注) 包括利益 29年12月期第１四半期 736百万円( －％) 28年12月期第１四半期 △438百万円( －％)
　

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

29年12月期第１四半期 18.79 18.39

28年12月期第１四半期 △11.33 －
(注) 平成28年12月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失である

ため記載しておりません。
　　

（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 ％

29年12月期第１四半期 13,119 9,880 75.1

28年12月期 12,133 9,130 75.1
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 9,858百万円 28年12月期 9,110百万円
　　　

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

28年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

29年12月期 －

29年12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．平成29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31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
22,500

～17,500
14.8

～△10.7
2,900
～600

127.5
～△52.9

2,750
～450

231.1
～△45.8

1,750
～160

－ 47.85～4.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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 ： 有

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（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) 29年12月期１Ｑ 37,964,000株 28年12月期 37,945,500株

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 1,270,300株 28年12月期 1,282,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 36,675,914株 28年12月期１Ｑ 36,518,610株
　

　

※ 四半期決算短信は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
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情
報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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１四半期連結会計期間の売上高は5,249,428千円となり、前年同四半期比8.9％の増加、直前四半期比4.8％

の増加となりました。直前四半期比で増加の主な理由は「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」及び

「BLEACH Brave Souls」の売上の増加によるものです。

費用面では、売上原価は3,465,892千円となり、前年同四半期比5.4％の減少、直前四半期比9.3％の減少となり

ました。直前四半期比で減少の主な理由はイベント事業関連費用の減少によるものです。

販売費及び一般管理費は847,911千円となり、前年同四半期比30.9％の減少、直前四半期比10.1％の減少となり

ました。直前四半期比で減少の主な理由は広告宣伝費の減少によるものです。

その他、営業外収益として124,497千円を計上しました。これは主に外貨建取引の決済時における為替相場の変

動等により、為替差益101,481千円を計上したことによるものです。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高5,249,428千円、営業利益935,624千円、経常利益

1,055,763千円、親会社株主に帰属する四半期純利益689,065千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は13,119,269千円となり、前連結会計年度末に比べ、985,749千

円の増加となりました。

流動資産合計は8,350,373千円となり、前連結会計年度末に比べ、432,655千円の増加となりました。これは主

に、売掛金の増加によるものであります。

固定資産合計は4,768,895千円となり、前連結会計年度末に比べ、553,093千円の増加となりました。これは主

に、ソフトウエア仮勘定の増加によるものであります。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は3,239,250千円となり、前連結会計年度末に比べ、236,534千

円の増加となりました。

流動負債合計は3,236,498千円となり、前連結会計年度末に比べ、236,716千円の増加となりました。これは主

に、未払法人税等の増加によるものであります。

固定負債合計は2,752千円となり、前連結会計年度末に比べ、181千円の減少となりました。これは主に、リー

ス債務の減少によるものであります。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は9,880,018千円となり、前連結会計年度末に比べ、749,214

千円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年12月期業績見通し

当社は平成28年12月期まで翌四半期業績予想開示を実施してまいりましたが、翌四半期業績予想開示では投資

家の皆様に当社の企業価値を長期目線でご判断いただくには情報不足と判断いたしました。

　現在の当社経営状況や市場動向等に鑑み、以前よりは業績見通しは立てやすくなってきていると推測する一方

で、新作タイトルのヒット度合いにより業績が大きく変動いたします。

　以上のことから、平成29年12月期はレンジ形式による通期業績予想開示を採用しております。

なお、平成29年12月期の業績見通しは以下のとおりとなっております。

売上高 22,500～17,500百万円

営業利益 2,900～600百万円

経常利益 2,750～450百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 1,750～160百万円

将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の情報の前提に

基づいており、実際の業績等は今後の様々な不確定要素により変動する可能性があります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

（２）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四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
(平成28年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,660,962 4,922,493

売掛金 2,120,551 2,440,318

その他 1,136,600 987,984

貸倒引当金 △396 △423

流動資産合計 7,917,717 8,350,373

固定資産

有形固定資産 301,618 273,126

無形固定資産

ソフトウエア仮勘定 1,112,649 1,603,341

のれん 1,724 1,371

その他 167,073 104,859

無形固定資産合計 1,281,448 1,709,572

投資その他の資産

投資有価証券 1,323,414 1,486,334

その他 1,338,408 1,305,815

貸倒引当金 △29,087 △5,953

投資その他の資産合計 2,632,735 2,786,196

固定資産合計 4,215,802 4,768,895

資産合計 12,133,520 13,119,269

負債の部

流動負債

買掛金 1,309,807 1,444,279

賞与引当金 92,422 24,523

未払法人税等 17,370 313,358

その他 1,580,181 1,454,336

流動負債合計 2,999,781 3,236,498

固定負債

その他 2,934 2,752

固定負債合計 2,934 2,752

負債合計 3,002,715 3,239,250

純資産の部

株主資本

資本金 4,572,322 4,575,802

資本剰余金 4,268,078 4,271,558

利益剰余金 1,083,879 1,772,945

自己株式 △836,477 △830,870

株主資本合計 9,087,803 9,789,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,439 49,109

為替換算調整勘定 24,212 20,048

その他の包括利益累計額合計 22,772 69,158

新株予約権 20,227 20,192

非支配株主持分 － 1,233

純資産合計 9,130,804 9,880,018

負債純資産合計 12,133,520 13,119,269
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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28年１月１日
　至平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 4,820,391 5,249,428

売上原価 3,663,637 3,465,892

売上総利益 1,156,754 1,783,535

販売費及び一般管理費 1,227,314 847,911

営業利益又は営業損失（△） △70,559 935,624

営業外収益

受取利息 9,900 8,263

受取配当金 1,590 4,735

為替差益 － 101,481

その他 12,251 10,016

営業外収益合計 23,742 124,497

営業外費用

支払利息 860 57

持分法による投資損失 393 4,116

為替差損 311,152 －

その他 75,992 183

営業外費用合計 388,399 4,358

経常利益又は経常損失（△） △435,216 1,055,763

特別利益

自己新株予約権消却益 607 35

特別利益合計 607 35

特別損失

固定資産除却損 11,533 16

特別損失合計 11,533 16

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（△）

△446,143 1,055,782

法人税等 △31,798 365,461

四半期純利益又は四半期純損失（△） △414,344 690,320

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（△）

△462 1,255

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（△）

△413,882 689,065
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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28年１月１日
　至平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △414,344 690,320

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △38,366 50,548

為替換算調整勘定 13,459 △4,185

持分法適用会社に対する持分相当額 1,189 －

その他の包括利益合計 △23,717 46,363

四半期包括利益 △438,062 736,683

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △436,098 735,450

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,964 1,233
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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）

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31日)

１．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
その他
(注)１

合計
(注)２

ゲーム事業

売上高

外部顧客への売上高 4,795,066 25,325 4,820,391

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 4,795,066 25,325 4,820,391

セグメント利益 1,154,834 1,920 1,156,754

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イベント事業・その他事業を含ん

でおります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しているため差異調整は行っておりません。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日)

１．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
その他
(注)１

合計
(注)２

ゲーム事業

売上高

外部顧客への売上高 5,234,416 15,011 5,249,428

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 5,234,416 15,011 5,249,428

セグメント利益 1,787,375 △3,839 1,783,535

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イベント事業・その他事業を含ん

でおります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しているため差異調整は行っておりません。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
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