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モバイルゲーム事業への取り組み
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業績の振り返り(連結）
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 Q4は季節要因等によりQonQで減収減益に。通期ではYonYで増収減益に
 モバイルゲーム事業は、主力タイトルは概ね好調に推移したものの、FY17に

配信を開始した国内新規タイトルはいずれも苦戦
 VR/AR事業は、国内外の有力企業への投資を継続、VRゲームの開発のみならず

バーチャルYouTuber（VTuber）等の新たなコンテンツの開発支援にも注力

連結決算概要

Q4の売上高は60.5億円と業績予想を若干下回り着地
営業利益は△1.5億円、経常利益は△0.7億円とQonQで減益に
通期の売上高は271.1億円、営業利益は9.9億円、経常利益は9.6億円と
YonYで増収減益に
一部タイトルのサービス停止に伴い、Q4に2.1億円の特別損失を計上

2月にブレフロ2、３月にドルオダの配信を開始
ドラジェネ、カクプリのサービス停止を決定
TXS第4期プログラムのエントリー受付を開始

5月9日よりニンスピの第1回クローズドβテストを開始
株式会社グラムスを新設し、複数のヒットタイトルの開発実績を有する
メンバーを招聘
gumi Cryptos匿名組合を組成し仮想通貨・ブロックチェーン事業に参入

Ｑ4
サービス状況

トピックス
（5月以降）

決算概要
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FY17Q4決算（連結）
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（百万円） FY17 Q4 FY16 Q4 前年同期比 FY17 Q3 前四半期比
 売上高 6,058 7,206 △15.9% 7,083 △14.5%
　売上原価 4,347 5,392 △19.4% 4,846 △10.3%
　売上総利益 1,710 1,814 △5.7% 2,237 △23.5%

28.2% 25.2% - 31.6% -
　販売管理費 1,869 1,404 +33.1% 1,503 +24.3%
 営業利益 △ 158 409 - 733 -

△2.6% 5.7% - 10.4% -
 経常利益 △ 73 382 - 683 -
 四半期純利益 △ 279 282 - 648 -

4,269 4,043 4,553 
5,584 5,474 5,246 5,090 4,874 4,168 

1,093 1,290 
1,392 

1,863 1,732 1,777 1,856 2,209 
1,889 

5,362 

(607)

5,333 

253 

5,945 

310 

7,447 

676 

7,206 

409 

7,023 

218 

6,946 

200 

7,083 

733 

6,058 

(158)
(11.3)%

4.7% 5.2% 9.1% 5.7% 3.1% 2.9%
10.4%

(2.6)%

（

（百万円）国内売上高 海外売上高 営業利益 営業利益率

YonY △15.9% QonQ△14.5%

YonY - QonQ -

FY16
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

04

売上高及び営業利益

Q1 Q2 Q3
FY15
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△1.5億円

31.2%

売上高

営業利益

海外売上高比率

売上においては、季節要因等
により既存タイトルが概ね減
収となったことから、QonQ
で減収に
営業利益においては、新規タ
イトルの配信に伴い広告宣伝
費が大幅に増加したこと等に
伴い、QonQで減益に

Q4 ハイライト

四半期業績の推移 売上高・利益

FY17
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（百万円） FY17 Q4 FY16 Q4 前年同期比 FY17 Q3 前四半期比
売上原価 4,347 5,392 △19.4% 4,846 △10.3%
　支払手数料 1,592 2,570 △38.0% 1,807 △11.9%

人件費 915 920 △0.5% 1,017 △10.1%
外注費 1,041 1,139 △8.6% 1,264 △17.6%
通信費 516 332 +55.2% 516 △0.1%
その他 281 429 △34.5% 241 +16.8%

販売管理費 1,869 1,404 +33.1% 1,503 +24.3%
　広告宣伝費 1,083 658 +64.4% 721 +50.1%

人件費 355 329 +7.9% 345 +2.9%
その他 430 416 +3.4% 435 △1.3%

（百万円）開発費 広告宣伝費外注費人件費（開発部門）
対売上高開発費比率 対売上高広告宣伝費比率

四半期業績の推移 費用
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開発費及び広告宣伝費

FY16FY15 FY17

Q4

17.9％

Q4 ハイライト

開発費は、QonQで減少した
ものの、複数の大型タイトル
の開発投資を継続
広告宣伝費は、新規タイトル
の配信に伴う出稿の強化、
有力IPとのタイアップ企画の
実施等によりQonQで増加

開発費

19.5億円
広告宣伝費

10.8億円
対売上高広告宣伝費比率

17.9%
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四半期業績の推移 人員数
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人員数（連結）

848人
国内人員
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352人 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4

Q4 ハイライト

新規タイトルの開発ラインの
増強に伴い、国内外共に人員
数が若干増加

327



（百万円） FY17 Q4 FY16 Q4 前年同期比 FY17 Q3 前四半期比
流動資産 17,467 15,552 +12.3% 18,267 △4.4%
　現金及び預金 13,017 11,456 +13.6% 13,528 △3.8%
固定資産 5,600 4,107 +36.4% 5,335 +5.0%
総資産 23,067 19,659 +17.3% 23,603 △2.3%
流動負債 5,253 4,904 +7.1% 5,000 +5.0%
固定負債 3,823 1,813 +110.8% 4,538 △15.8%
純資産 13,990 12,941 +8.1% 14,063 △0.5%

（百万円）現預金 純資産比率

四半期業績の推移 ＢＳ
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現金及び預金

130.1億円
純資産比率

60.7%

現預金及び純資産比率
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現預金は130.1億円と引き
続き高い水準を維持
純資産比率は60.7%と引き
続き健全な水準を維持

Q4 ハイライト
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売上推移（岩崎さん）

																														FY15																																		FY16																																		FY17

										FY13Q1		FY13Q2		FY13Q3		FY13Q4		FY13合計 ゴウケイ		FY14Q1		FY14Q2		FY14Q3		FY14Q4		FY14合計 ゴウケイ		May		Jun		Jul		Q1		Aug		Sep		Oct		Q2		Nov		Dec		Jan		Q3		Feb		Mar		Apr		Q4		FY15累計 ルイケイ		May		Jun		Jul		Q1		Aug		Sep		Oct		Q2		Nov		Dec		Jan		Q3		Feb		Mar		Apr		Q4		FY16累計 ルイケイ		May		Jun		Jul		Q1		Aug		Sep		Oct		Q2		Nov		Dec		Jan		Q3		Feb		Mar		Apr		Q4		FY17累計 ルイケイ

		元データ モト		金額 キンガク		日本語版 ニホンゴ バン		ネイティブ		100,804,214		505,139,970		1,230,455,856		2,291,519,129

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上19793255は国内ネイティブ・海外ネイティブの年度売上比率で案分して、Q4に計上
国内ネイティブ：10125664
海外ネイティブ：9667591		4,127,919,169		3,166,023,946		3,021,346,011		3,414,342,512		4,162,592,796

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上11303331は全額Q4海外ネイティブに集計
また、Q4の開示資料と整合性を取るため、95000000を国内ネイティブから海外ネイティブに振替（ソードクロニクルと思われるが金額は未整合）
		13,764,305,265		1,268,782,497		1,293,817,989		1,092,414,681

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等6761637円は全額7月の国内ネイティブとして処理		3,655,015,167		1,124,081,711		1,125,492,455		1,244,852,275

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等14094606円は全額10月の国内ネイティブとして処理		3,494,426,441		1,101,002,716		1,268,402,973		1,297,411,689

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等7017168円は全額1月の国内ネイティブとして処理		3,666,817,378		1,341,654,170		1,316,585,545		1,610,716,425

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等63888155円は全額1月の国内ネイティブとして処理
※4Qでは、venturesと2号ファンドの売上が相当程度あるため、そこの調整方法要確認		4,268,956,140		15,085,215,126		1,266,366,892		1,392,941,855		1,383,607,969

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等84349837円は全額7月の国内ネイティブとして処理		4,042,916,716		1,572,940,101		1,453,543,398		1,526,568,402

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等14157104円は全額10月の国内ネイティブとして処理		4,553,051,901		1,644,503,921		1,672,322,662		2,267,003,076

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等7527313円は全額1月の国内ネイティブとして処理		5,583,829,659		2,016,382,027		1,872,300,844		1,586,203,309		5,474,886,180		19,654,684,456		1,622,916,366		1,868,097,315		1,755,132,834

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等5,281,730円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:5,011,524
・Alim:270,205
・端数調整：1
を7月に含める		5,246,146,515		2,057,503,533		1,561,134,136		1,471,442,027

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等11,517,929円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:3,764,501
・Alim:7,753,428
・端数調整：0
を10月に含める		5,090,079,696		1,716,398,435		1,596,116,950		1,561,615,510

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等11,517,929円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:2,580,079
・Alim:405,959
・TVS:300,000
・端数調整：-2
を01月に含める		4,874,130,895		1,591,251,600		1,258,313,300		1,318,834,457

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等11,517,929円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:3,528,784
・Alim:143,624
・TVS:1,296,297
・端数調整：2
・YellowDMMMG返金：-75,000,000
を04月に含める		4,168,399,357		19,378,756,463

								ブラウザ		1,008,855,766		994,341,742		823,090,998		803,438,982		3,629,727,488		808,734,241		606,993,896		503,631,995		434,847,867		2,354,207,999								0								0								0								0		0								0								0								0								0		0		0		0		0		0								0								0								0		0

								パブリッシング										0										0								0								0								0								0		0								0								0								0								0		0		0		0		0		0								0								0								0		0

						海外言語版 カイガイ ゲンゴ バン		ネイティブ		1,795,140		94,985,983		604,808,361		2,187,853,740		2,889,443,224		2,835,523,247		3,074,343,092		2,445,831,700		1,984,598,047		10,340,296,086		536,400,746		610,677,674		632,701,174		1,779,779,594		541,501,111		454,280,280		413,268,146		1,409,049,537		506,323,795		489,374,176		303,830,118		1,299,528,089		365,604,255		358,407,279		351,708,919		1,075,720,453		5,564,077,673		341,509,960		403,013,972		546,094,812		1,290,618,744		387,885,660		516,196,263		488,628,954		1,392,710,877		630,289,924		727,236,665		506,105,873		1,863,632,462		512,622,700		695,583,817		523,805,313		1,732,011,830		6,278,973,913		581,005,644		587,232,588		609,481,025		1,777,719,257		830,015,524		485,570,197		540,546,265		1,856,131,986		598,263,378		698,140,913		913,234,719		2,209,639,010		604,667,828		638,022,939		635,226,671		1,889,772,544		7,733,262,797

								パブリッシング		0		212,374,538		230,071,206		103,312,579		545,758,323		294,724,140		180,030,321		258,714,450		342,555,368		1,076,024,279		227,579,809		154,718,504		53,467,455		435,765,768		61,327,195		35,045,418		57,091,310		153,463,923		99,348,781		57,480,123		24,340,548		181,169,452		22,870,067		6,382,459		(12,156,913)		17,095,613		787,494,756								0								0								0								0		0		0		0		0		0								0								0								0		0

								合計 ゴウケイ		1,111,455,120		1,806,842,233		2,888,426,421		5,386,124,430		11,192,848,204		7,105,005,574		6,882,713,320		6,622,520,657		6,924,594,078		27,534,833,629		2,032,763,052		2,059,214,167		1,778,583,310		5,870,560,529		1,726,910,017		1,614,818,153		1,715,211,731		5,056,939,901		1,706,675,292		1,815,257,272		1,625,582,355		5,147,514,919		1,730,128,492		1,681,375,283		1,950,268,431		5,361,772,206		21,436,787,555		1,607,876,852		1,795,955,827		1,929,702,781		5,333,535,460		1,960,825,761		1,969,739,661		2,015,197,356		5,945,762,778		2,274,793,845		2,399,559,327		2,773,108,949		7,447,462,121		2,529,004,727		2,567,884,661		2,110,008,622		7,206,898,010		25,933,658,369		2,203,922,010		2,455,329,903		2,364,613,859		7,023,865,772		2,887,519,057		2,046,704,333		2,011,988,292		6,946,211,682		2,314,661,813		2,294,257,863		2,474,850,229		7,083,769,905		2,195,919,428		1,896,336,239		1,954,061,128		6,058,171,901		27,112,019,260

		サービス別 ベツ						ネイティブ合計 ゴウケイ		102,599,354		600,125,953		1,835,264,217		4,479,372,869		7,017,362,393		6,001,547,193		6,095,689,103		5,860,174,212		6,147,190,843		24,104,601,351		1,805,183,243		1,904,495,663		1,725,115,855		5,434,794,761		1,665,582,822		1,579,772,735		1,658,120,421		4,903,475,978		1,607,326,511		1,757,777,149		1,601,241,807		4,966,345,467		1,707,258,425		1,674,992,824		1,962,425,344		5,344,676,593		20,649,292,799		1,607,876,852		1,795,955,827		1,929,702,781		5,333,535,460		1,960,825,761		1,969,739,661		2,015,197,356		5,945,762,778		2,274,793,845		2,399,559,327		2,773,108,949		7,447,462,121		2,529,004,727		2,567,884,661		2,110,008,622		7,206,898,010		25,933,658,369		2,203,922,010		2,455,329,903		2,364,613,859		7,023,865,772		2,887,519,057		2,046,704,333		2,011,988,292		6,946,211,682		2,314,661,813		2,294,257,863		2,474,850,229		7,083,769,905		2,195,919,428		1,896,336,239		1,954,061,128		6,058,171,901		27,112,019,260

								ブラウザ合計 ゴウケイ		1,008,855,766		994,341,742		823,090,998		803,438,982		3,629,727,488		808,734,241		606,993,896		503,631,995		434,847,867		2,354,207,999		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								パブリッシング合計 ゴウケイ		0		212,374,538		230,071,206		103,312,579		545,758,323		294,724,140		180,030,321		258,714,450		342,555,368		1,076,024,279		227,579,809		154,718,504		53,467,455		435,765,768		61,327,195		35,045,418		57,091,310		153,463,923		99,348,781		57,480,123		24,340,548		181,169,452		22,870,067		6,382,459		(12,156,913)		17,095,613		787,494,756		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								合計 ゴウケイ		1,111,455,120		1,806,842,233		2,888,426,421		5,386,124,430		11,192,848,204		7,105,005,574		6,882,713,320		6,622,520,657		6,924,594,078		27,534,833,629		2,032,763,052		2,059,214,167		1,778,583,310		5,870,560,529		1,726,910,017		1,614,818,153		1,715,211,731		5,056,939,901		1,706,675,292		1,815,257,272		1,625,582,355		5,147,514,919		1,730,128,492		1,681,375,283		1,950,268,431		5,361,772,206		21,436,787,555		1,607,876,852		1,795,955,827		1,929,702,781		5,333,535,460		1,960,825,761		1,969,739,661		2,015,197,356		5,945,762,778		2,274,793,845		2,399,559,327		2,773,108,949		7,447,462,121		2,529,004,727		2,567,884,661		2,110,008,622		7,206,898,010		25,933,658,369		2,203,922,010		2,455,329,903		2,364,613,859		7,023,865,772		2,887,519,057		2,046,704,333		2,011,988,292		6,946,211,682		2,314,661,813		2,294,257,863		2,474,850,229		7,083,769,905		2,195,919,428		1,896,336,239		1,954,061,128		6,058,171,901		27,112,019,260

		言語別 ゲンゴ ベツ		金額 キンガク				日本語版 ニホンゴ バン		1,109,659,980		1,499,481,712		2,053,546,854		3,094,958,111		7,757,646,657		3,974,758,187		3,628,339,907		3,917,974,507		4,597,440,663		16,023,513,264		1,268,782,497		1,293,817,989		1,092,414,681		3,655,015,167		1,124,081,711		1,125,492,455		1,244,852,275		3,494,426,441		1,101,002,716		1,268,402,973		1,297,411,689		3,666,817,378		1,341,654,170		1,316,585,545		1,610,716,425		4,268,956,140		15,085,215,126		1,266,366,892		1,392,941,855		1,383,607,969		4,042,916,716		1,572,940,101		1,453,543,398		1,526,568,402		4,553,051,901		1,644,503,921		1,672,322,662		2,267,003,076		5,583,829,659		2,016,382,027		1,872,300,844		1,586,203,309		5,474,886,180		19,654,684,456		1,622,916,366		1,868,097,315		1,755,132,834		5,246,146,515		2,057,503,533		1,561,134,136		1,471,442,027		5,090,079,696		1,716,398,435		1,596,116,950		1,561,615,510		4,874,130,895		1,591,251,600		1,258,313,300		1,318,834,457		4,168,399,357		19,378,756,463

								海外言語版 カイガイ ゲンゴ バン		1,795,140		307,360,521		834,879,567		2,291,166,319		3,435,201,547		3,130,247,387		3,254,373,413		2,704,546,150		2,327,153,415		11,511,320,365		763,980,555		765,396,178		686,168,629		2,215,545,362		602,828,306		489,325,698		470,359,456		1,562,513,460		605,672,576		546,854,299		328,170,666		1,480,697,541		388,474,322		364,789,738		339,552,006		1,092,816,066		6,351,572,429		341,509,960		403,013,972		546,094,812		1,290,618,744		387,885,660		516,196,263		488,628,954		1,392,710,877		630,289,924		727,236,665		506,105,873		1,863,632,462		512,622,700		695,583,817		523,805,313		1,732,011,830		6,278,973,913		581,005,644		587,232,588		609,481,025		1,777,719,257		830,015,524		485,570,197		540,546,265		1,856,131,986		598,263,378		698,140,913		913,234,719		2,209,639,010		604,667,828		638,022,939		635,226,671		1,889,772,544		7,733,262,797

								合計 ゴウケイ		1,111,455,120		1,806,842,233		2,888,426,421		5,386,124,430		11,192,848,204		7,105,005,574		6,882,713,320		6,622,520,657		6,924,594,078		27,534,833,629		2,032,763,052		2,059,214,167		1,778,583,310		5,870,560,529		1,726,910,017		1,614,818,153		1,715,211,731		5,056,939,901		1,706,675,292		1,815,257,272		1,625,582,355		5,147,514,919		1,730,128,492		1,681,375,283		1,950,268,431		5,361,772,206		21,436,787,555		1,607,876,852		1,795,955,827		1,929,702,781		5,333,535,460		1,960,825,761		1,969,739,661		2,015,197,356		5,945,762,778		2,274,793,845		2,399,559,327		2,773,108,949		7,447,462,121		2,529,004,727		2,567,884,661		2,110,008,622		7,206,898,010		25,933,658,369		2,203,922,010		2,455,329,903		2,364,613,859		7,023,865,772		2,887,519,057		2,046,704,333		2,011,988,292		6,946,211,682		2,314,661,813		2,294,257,863		2,474,850,229		7,083,769,905		2,195,919,428		1,896,336,239		1,954,061,128		6,058,171,901		27,112,019,260

				比率 ヒリツ				日本語版 ニホンゴ バン		99.8%		83.0%		71.1%		57.5%		69.3%		55.9%		52.7%		59.2%		66.4%		58.2%		62.4%		62.8%		61.4%		62.3%		65.1%		69.7%		72.6%		69.1%		64.5%		69.9%		79.8%		71.2%		77.5%		78.3%		82.6%		79.6%		70.4%		78.8%		77.6%		71.7%		75.8%		80.2%		73.8%		75.8%		76.6%		72.3%		69.7%		81.7%		75.0%		79.7%		72.9%		75.2%		76.0%		75.8%		73.6%		76.1%		74.2%		74.7%		71.3%		76.3%		73.1%		73.3%		74.2%		69.6%		63.1%		68.8%		72.5%		66.4%		67.5%		68.8%		71.5%

								海外言語版 カイガイ ゲンゴ バン		0.2%		17.0%		28.9%		42.5%		30.7%		44.1%		47.3%		40.8%		33.6%		41.8%		37.6%		37.2%		38.6%		37.7%		34.9%		30.3%		27.4%		30.9%		35.5%		30.1%		20.2%		28.8%		22.5%		21.7%		17.4%		20.4%		29.6%		21.2%		22.4%		28.3%		24.2%		19.8%		26.2%		24.2%		23.4%		27.7%		30.3%		18.3%		25.0%		20.3%		27.1%		24.8%		24.0%		24.2%		26.4%		23.9%		25.8%		25.3%		28.7%		23.7%		26.9%		26.7%		25.8%		30.4%		36.9%		31.2%		27.5%		33.6%		32.5%		31.2%		28.5%

								合計 ゴウケイ		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		金額 キンガク		日本語版 ニホンゴ バン		ネイティブ																						405,473,571		64,981,337		341,597,538		812,052,446		346,604,787		283,779,002		71,215,588		701,599,377		54,052,643		85,363,622		155,784,465

領五 多希: 領五 多希:
gumi差額7291134、国内子会社の7400674は全額1月分として処理		295,200,730		99,491,642		123,667,583		541,724,108

領五 多希: 領五 多希:
子会社の2,115,820円は全額4月分として処理		764,883,333		2,573,735,886		104,943,688		98,556,514		141,448,594

領五 多希: 領五 多希:
AlimとTVSの広告費5261076は、全額7月分として処理		344,948,796		187,666,114		102,841,378		101,781,004

領五 多希: 領五 多希:
AlimとTVSの広告費2618568(950000+1668568)は、全額10分として処理		392,288,496		201,347,994

領五 多希: 領五 多希:
ピボOthersの金額（92,593円）は日本語版ネイティブに含める。		347,876,494

領五 多希: 領五 多希:
ピボOthersの金額（1,017,948円）は日本語版ネイティブに含める。		183,882,438

領五 多希: 領五 多希:
・ピボOthersの金額（369,800円）は日本語版ネイティブに含める。
・AlimとTVSの広告費は、全額1月分として処理		733,106,926		115,720,939

領五 多希: 領五 多希:
・ピボOthersの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。		129,021,253

領五 多希: 領五 多希:
・ピボOthersの金額（1,605,147円）は日本語版ネイティブに含める。		162,838,275

領五 多希: 領五 多希:
・ピボOthersの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
・AlimとTVSの広告費は、全額1月分として処理		407,580,467		1,877,924,685		289,682,888

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthersの金額（1,550,342円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim20,434,158円		213,771,874

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim12,281,194円
TVS277,778円
Fenris5,478円
NVS39,809円		167,780,741

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthersの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim16,565,810円

・14,433,600円は、8/23AM追加で入ったギークス負担D2CR立替分の広告費戻し		

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上19793255は国内ネイティブ・海外ネイティブの年度売上比率で案分して、Q4に計上
国内ネイティブ：10125664
海外ネイティブ：9667591																																																																																								671,235,503		705,183,536

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim88,167,104円
Fenris260,870円
NVS62,441円
・+14,433,600円は、8/23AM追加で入ったギークス負担D2CR立替分の1Q広告費調整		301,072,432

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（1,388,522円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim48,754,981円
Fenris1,504,380円
NVS68,551円		227,244,084

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim6,067,084円
Fenris1,210,320円
NVS194,381円+750円（1Q為替差）
gumi VR92,593円
Asia広告費立替請求モレ分7,676円		

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上11303331は全額Q4海外ネイティブに集計
また、Q4の開示資料と整合性を取るため、95000000を国内ネイティブから海外ネイティブに振替（ソードクロニクルと思われるが金額は未整合）
																																																																																						1,233,500,052		120,255,964

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim6,904,679円
Fenris1,213,652円
NVS55,080円		130,053,994

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim8,252,443円
Fenris55,317円
TVS1,444,025円
NVS1,876,039円		125,977,759

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄOthers他の金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim5,142,600円
Fenris17,749円
TVS69,636円
NVS153,654円-3,284円（為替差）		

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等6761637円は全額7月の国内ネイティブとして処理																																																																																						376,287,717		305,153,206

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄVR OHの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim146,273,523円
TVS123,710円
NVS7,877円		234,668,458

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄVR OHの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim125,004,788円
		287,715,093

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
ﾋﾟﾎﾞｯﾄVR OHの金額（92,022円）は日本語版ネイティブに含める。
Alim74,226,241円
NVS234,182円-908円（為替差）		

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等14094606円は全額10月の国内ネイティブとして処理								

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等7017168円は全額1月の国内ネイティブとして処理		

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上19793255は国内ネイティブ・海外ネイティブの年度売上比率で案分して、Q4に計上
国内ネイティブ：10125664
海外ネイティブ：9667591																																										

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等63888155円は全額1月の国内ネイティブとして処理
※4Qでは、venturesと2号ファンドの売上が相当程度あるため、そこの調整方法要確認		

喜舎場 慎司: 喜舎場 慎司:
ventures等の売上11303331は全額Q4海外ネイティブに集計
また、Q4の開示資料と整合性を取るため、95000000を国内ネイティブから海外ネイティブに振替（ソードクロニクルと思われるが金額は未整合）
																																										

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等84349837円は全額7月の国内ネイティブとして処理								

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等14157104円は全額10月の国内ネイティブとして処理								

本橋 智明: 本橋 智明:
venturesのMG fee等7527313円は全額1月の国内ネイティブとして処理		

領五 多希: 領五 多希:
gumi差額7291134、国内子会社の7400674は全額1月分として処理								

領五 多希: 領五 多希:
子会社の2,115,820円は全額4月分として処理																																																																						827,536,757		3,108,560,029

								ブラウザ																												0								0								0								0		0								0								0								0								0		0								0								0								0								0		0

								パブリッシング																												0								0								0								0		0								0								0								0								0		0								0								0								0								0		0

								日本語版小計 ニホンゴ バン ショウケイ																						405,473,571		64,981,337		341,597,538		812,052,446		346,604,787		283,779,002		71,215,588		701,599,377		54,052,643		85,363,622		155,784,465		295,200,730		99,491,642		123,667,583		541,724,108		764,883,333		2,573,735,886		104,943,688		98,556,514		141,448,594		344,948,796		187,666,114		102,841,378		101,781,004		392,288,496		201,347,994		347,876,494		183,882,438		733,106,926		115,720,939		129,021,253		162,838,275		407,580,467		1,877,924,685		289,682,888		213,771,874		167,780,741		671,235,503		705,183,536		301,072,432		227,244,084		1,233,500,052		120,255,964		130,053,994		125,977,759		376,287,717		305,153,206		234,668,458		287,715,093		827,536,757		3,108,560,029

						海外言語版 カイガイ ゲンゴ バン		ネイティブ																						39,700,181		49,165,450		113,332,942		202,198,573		86,764,045		78,461,386		100,927,410		266,152,841		73,938,388		53,454,426		55,230,582

領五 多希: 領五 多希:
海外子会社の369814は全額1月分として処理																																																				

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等5,281,730円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:5,011,524
・Alim:270,205
・端数調整：1
を7月に含める		

領五 多希: 領五 多希:
AlimとTVSの広告費5261076は、全額7月分として処理																																										

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等11,517,929円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:3,764,501
・Alim:7,753,428
・端数調整：0
を10月に含める		

領五 多希: 領五 多希:
AlimとTVSの広告費2618568(950000+1668568)は、全額10分として処理																																										

塚谷 曜子: 塚谷 曜子:
venturesのMG fee等11,517,929円は全額、国内ネイティブに含める。
--------------
・Ventures:2,580,079
・Alim:405,959
・TVS:300,000
・端数調整：-2
を01月に含める		

領五 多希: 領五 多希:
ピボOthersの金額（92,593円）は日本語版ネイティブに含める。		

領五 多希: 領五 多希:
ピボOthersの金額（1,017,948円）は日本語版ネイティブに含める。		

領五 多希: 領五 多希:
・ピボOthersの金額（369,800円）は日本語版ネイティブに含める。
・AlimとTVSの広告費は、全額1月分として処理		182,623,396		40,818,380		24,035,005		25,112,802		89,966,187		740,940,997		54,864,597		58,719,994		141,021,863		254,606,454		42,042,590		13,947,109		56,531,412		112,521,111		69,573,183		59,027,949		61,080,789		189,681,921		80,054,273		78,036,904		93,172,905		251,264,082		808,073,568		75,892,672		80,925,889		99,223,535		256,042,096		83,414,473		71,759,617		112,832,784		268,006,874		112,559,048		113,538,570		119,311,714		345,409,332		92,135,987		70,964,086		92,525,260		255,625,333		1,125,083,635

								パブリッシング																						65,147,700		58,471,465		39,082,515		162,701,680		12,020,060		16,735,913		6,920,490		35,676,463		16,704,509		5,700,610		3,496,507		25,901,626		109,009		753,470		0		862,479		225,142,248								0								0								0								0		0								0								0								0								0		0

								海外言語版小計 カイガイ ゲンゴ バン ショウケイ																						104,847,881		107,636,915		152,415,457		364,900,253		98,784,105		95,197,299		107,847,900		301,829,304		90,642,897		59,155,036		58,727,089		208,525,022		40,927,389		24,788,475		25,112,802		90,828,666		966,083,245		54,864,597		58,719,994		141,021,863		254,606,454		42,042,590		13,947,109		56,531,412		112,521,111		69,573,183		59,027,949		61,080,789		189,681,921		80,054,273		78,036,904		93,172,905		251,264,082		808,073,568		75,892,672		80,925,889		99,223,535		256,042,096		83,414,473		71,759,617		112,832,784		268,006,874		112,559,048		113,538,570		119,311,714		345,409,332		92,135,987		70,964,086		92,525,260		255,625,333		1,125,083,635

								合計 ゴウケイ																						510,321,452		172,618,252		494,012,995		1,176,952,699		445,388,892		378,976,301		179,063,488		1,003,428,681		144,695,540		144,518,658		214,511,554		503,725,752		140,419,031		148,456,058		566,836,910		855,711,999		3,539,819,131		159,808,285		157,276,508		282,470,457		599,555,250		229,708,704		116,788,487		158,312,416		504,809,607		270,921,177		406,904,443		244,963,227		922,788,847		195,775,212		207,058,157		256,011,180		658,844,549		2,685,998,253		365,575,560		294,697,763		267,004,276		927,277,599		788,598,009		372,832,049		340,076,868		1,501,506,926		232,815,012		243,592,564		245,289,473		721,697,049		397,289,193		305,632,544		380,240,353		1,083,162,090		4,233,643,664

																																																														0																																		0																																		0

		広告宣伝費/売上高 コウコク センデンヒ ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ				日本語版 ニホンゴ バン												0.0%										32.0%		5.0%		31.3%		22.2%		30.8%		25.2%		5.7%		20.1%		4.9%		6.7%		12.0%		8.1%		7.4%		9.4%		33.6%		17.9%		17.1%		8.3%		7.1%		10.2%		8.5%		11.9%		7.1%		6.7%		8.6%		12.2%		20.8%		8.1%		13.1%		5.7%		6.9%		10.3%		7.4%		9.6%		17.8%		11.4%		9.6%		12.8%		34.3%		19.3%		15.4%		24.2%		7.0%		8.1%		8.1%		7.7%		19.2%		18.6%		21.8%		19.9%		16.0%

								海外言語版 カイガイ ゲンゴ バン												0.0%										13.7%		14.1%		22.2%		16.5%		16.4%		19.5%		22.9%		19.3%		15.0%		10.8%		17.9%		14.1%		10.5%		6.8%		7.4%		8.3%		15.2%		16.1%		14.6%		25.8%		19.7%		10.8%		2.7%		11.6%		8.1%		11.0%		8.1%		12.1%		10.2%		15.6%		11.2%		17.8%		14.5%		12.9%		13.1%		13.8%		16.3%		14.4%		10.0%		14.8%		20.9%		14.4%		18.8%		16.3%		13.1%		15.6%		15.2%		11.1%		14.6%		13.5%		14.5%

																				0.0%										25.1%		8.4%		27.8%		20.0%		25.8%		23.5%		10.4%		19.8%		8.5%		8.0%		13.2%		9.8%		8.1%		8.8%		29.1%		16.0%		16.5%		9.9%		8.8%		14.6%		11.2%		11.7%		5.9%		7.9%		8.5%		11.9%		17.0%		8.8%		12.4%		7.7%		8.1%		12.1%		9.1%		10.4%		16.6%		12.0%		11.3%		13.2%		27.3%		18.2%		16.9%		21.6%		10.1%		10.6%		9.9%		10.2%		18.1%		16.1%		19.5%		17.9%		15.6%

																																				0.2004838709		0.2579108857		0.2346866737		0.1043973084		0.1984260641

































岩崎さん作成

岩崎さん作成

岩崎さん作成



売上・利益

				四半期用 シ ハンキ ヨウ

				（百万円）

						2016								2017								2018

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				国内売上高 コクナイ		3,655		3,494		3,667		4,269		4,043		4,553		5,584		5,474		5,246		5,090		4,874		4,168

				海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		2,215		1,562		1,480		1,093		1,290		1,392		1,863		1,732		1,777		1,856		2,209		1,889

						5,870		5,056		5,147		5,362		5,333		5,945		7,447		7,206		7,023		6,946		7,083		6,058

				営業利益		(532)		(969)		(122)		(607)		253		310		676		409		218		200		733		(158)

				経常利益 ケイジョウ リエキ																								(73)

				国内比率 コクナイ ヒリツ		62.3%		69.1%		71.2%		79.6%		75.8%		76.6%		75.0%		76.0%		74.7%		73.3%		68.8%		68.8%

				海外比率 カイガイ ヒリツ		37.7%		30.9%		28.8%		20.4%		24.2%		23.4%		25.0%		24.0%		25.3%		26.7%		31.2%		31.2%

				For new chart

						Dummy		1Q		1Q				2Q		2Q				3Q		3Q				4Q		4Q				1Q		1Q				2Q		2Q				3Q		3Q				4Q		4Q				1Q		1Q				2Q		2Q				3Q		3Q				4Q		4Q

				国内売上高				3,655						3,494						3,667						4,269						4,043						4,553						5,584						5,474						5,246						5,090						4,874						4,168

				海外売上高				2,215						1,562						1,480						1,093						1,290						1,392						1,863						1,732						1,777						1,856						2,209						1,889

				営業利益						(532)						(969)						(122)						(607)						253						310						676						409						218						200						733						(158)

				total				5,870		-532				5,056		-969				5,147		-122				5,362		-607				5,333		253				5,945		310				7,447		676				7,206		409				7,023		218				6,946		200				7,083		733				6,058		(158)



																																						X		営業利益率

																																						0.65		(11.3)%

																																						3.00		4.7%

																																						5.35		5.2%

																																						7.55		9.1%																																				（百万円） ヒャクマンエン		FY17 Q4		FY16 Q4		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		FY17 Q3		前四半期比 ゼン シ ハンキ ヒ

																																						9.90		5.7%																																				 売上高 ウリアゲ ダカ		6,058		7,206		△15.9%		7,083		△14.5%

																																						12.25		3.1%																																				 　売上原価 ウリアゲ ゲンカ		4,347		5,392		△19.4%		4,846		△10.3%

																																						14.60		2.9%																																				 　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,710		1,814		△5.7%		2,237		△23.5%

																																						16.80		10.4%																																売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ						28.2%		25.2%		-		31.6%		-

																																						19.00		(2.6)%																																				 　販売管理費  ハンバイ カンリヒ		1,869		1,404		+33.1%		1,503		+24.3%

																																																																												 営業利益 エイギョウ リエキ		△ 158		409		-		733		-

																																																																								営業利益率 エイギョウ リエキ リツ						△2.6%		5.7%		-		10.4%		-

																																																																												 経常利益 ケイジョウ リエキ		△ 73		382		-		683		-

																																																																												 四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		△ 279		282		-		648		-















				通期用 ツウキ ヨウ





														FY13						FY14						FY15						FY16						FY17

										国内売上 コクナイ ウリアゲ				7,757						16,023						15,085						19,653						19,378

										海外売上 カイガイ ウリアゲ				3,435						11,511						6,349						6,277						7,733

										売上 ウ ア				11,192		102				27,534		(416)				21,435		2,229				25,930		(1,648)				27,112		(994)

										営業利益 エイギョウ リエキ						(102)						416						(2,229)						1,648						994

										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				-0.9%						1.5%						-10.4%						6.4%						3.7%

										海外比率 カイガイ ヒリツ																												28.5%

																																																																																																FY13		FY14		FY15		FY16		FY17

																																																																												（百万円） ヒャクマンエン		FY14		FY15		FY16		FY17										営業利益 エイギョウ リエキ		-102		416		-2,229		1,648		1,151

																																																																												 国内売上高 コクナイ ウリアゲ ダカ		16,023		15,085		19,653		19,378										売上 ウ ア		11,192		27,534		21,435		25,930		21,052

																																																																												 海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		11,511		6,349		6,277		7,733										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		-0.91%		1.51%		-10.40%		6.36%		5.47%

																																																																												 売上高 ウリアゲ ダカ		27,534		21,435		25,930		27,112

																																																																										売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		 営業利益 エイギョウ リエキ		416		△ 2,229		1,648		994

																																																																												 営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		1.5%		-10.4%		6.4%		3.7%

																																																																												 経常利益 ケイジョウ リエキ		234		△ 2,256		1,734		962

																																																																										営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		 四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		191		△ 3,299		1,383		552

																																																																																																						15210

																																																																																																						5842

																																																																														FY13 

																																																																														7,757

																																																																														3,435

																																																																														11,192

																																																																														△ 102

																																																																														-0.9%

																																																																														△ 168

																																																																														△ 184



国内売上高	

4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	4268.9561400000002	4042.9167160000002	4553.0519009999998	5583.829659	5474	5246.1465150000004	5090.0796960000007	4874.1308950000002	4168.3993570000002	海外売上高	

4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	1092.8160660000001	1290	1392	1863	1732.0118299999999	1777	1856.1319860000001	2209	1889	営業利益	4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	-606.85799999999995	253.14400000000001	310.26099999999997	675.72699999999998	408.90499999999997	218	200.32879300000013	733	-158.3923318437503	total	





















4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	1Q	1Q	2Q	2Q	3Q	3Q	4Q	4Q	5361.7722060000006	-606.85799999999995	5332.9167159999997	253.14400000000001	5945.0519009999998	310.26099999999997	7446.829659	675.72699999999998	7206.0118299999995	408.90499999999997	7023.1465150000004	218	6946.211682000001	200.32879300000013	7083	733	6058	-158.3923318437503	営業利益率	

0.65	3	5.35	7.55	9.9	12.25	14.6	16.8	19	-0.11317727129717892	4.7462705316455224E-2	5.2181864632007691E-2	9.0866794620771518E-2	5.68767589051489E-2	3.1E-2	2.8840006923359428E-2	0.10349999999999999	-2.6100000000000002E-2	



国内売上	

FY14	FY15	FY16	FY17	16023	15085	19653	19378	海外売上	

FY14	FY15	FY16	FY17	11511	6349	6277	7733	売上	

FY14	FY15	FY16	FY17	27534	-416	21435	2229	25930	-1648	27112	-993.93646115624983	営業利益	

FY14	FY15	FY16	FY17	416	-2229	1648	993.93646115624983	営業利益率	

FY14	FY15	FY16	FY17	1.5108593012275733E-2	-0.1039888033589923	6.3555726957192443E-2	3.666038880039281E-2	









費用

		四半期用 シハン キ ヨウ



				（百万円）

						2016								2017								2018

						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4

				広告宣伝費		1,176		1,004		503		867		599		504		922		658		927		1,501		721		1,083

				外注費		917		953		876		1,061		868		916		987		1,139		1,027		1,190		1,264		1,041

				人件費（開発部門）		994		879		872		758		710		777		821		920		853		943		1,017		915

				開発費		1,912		1,832		1,748		1,819		1,578		1,693		1,808		2,059		1,880		2,133		2,281		1,956

				対売上高広告宣伝費比率		20.0%		19.9%		9.8%		16.2%		11.2%		8.5%		12.4%		9.1%		13.2%		21.6%		10.2%		17.9%

				対売上高開発費比率		32.6%		36.2%		34.0%		33.9%		29.6%		28.5%		24.3%		28.6%		26.8%		30.7%		32.2%		32.3%				15.610%

				売上高 ウリアゲ ダカ		5870		5056		5147		5362		5333		5945		7447		7206		7023		6946		7,083		6,058				↑累計 ルイケイ



																																										（百万円） 		FY17 Q4		FY16 Q4		前年同期比		FY17 Q3		前四半期比

																																										売上原価		4,347		5,392		△19.4%		4,846		△10.3%

																																										　支払手数料		1,592		2,570		△38.0%		1,807		△11.9%

																																										人件費		915		920		△0.5%		1,017		△10.1%

																																										外注費		1,041		1,139		△8.6%		1,264		△17.6%

																																										通信費		516		332		+55.2%		516		△0.1%

																																										その他		281		429		+65.5%		241		+16.8%

																																										販売管理費		1,869		1,404		+33.1%		1,503		+24.2%

																																										　広告宣伝費		1,083		658		+64.4%		721		+50.1%

																																										人件費		355		329		+7.9%		345		+2.9%

																																										その他		430		416		+3.4%		435		△1.3%

				開発費		1

				広告宣伝費		1

				※開発費内訳：		1

				人件費（開発部門）		1

				外注費		1

				対売上高広告宣伝費比率		1

				対売上高開発費比率		1

		通期用 ツウキ ヨウ



						FY13		FY14		FY15		FY16		FY17																												（百万円） 		FY14		FY15		FY16		FY17

				広告宣伝費		2,344		6,486		3550		2,683		4,233																												広告宣伝費		6,486		3,550		2,683		4,233

				外注費		1,156		3,180		3,807		3,910		4,523																												外注費		3,180		3,807		3,910		4,523

				人件費（開発部門）		552		3,702		3,503		3,228		3,729																												人件費（開発部門）		3,702		3,503		3,228		3,729

				開発費		1,708		6,882		7,311		7,138		8,253																												開発費		6,882		7,311		7,138		8,253

				対売上高広告宣伝費比率		20.9%		23.6%		16.5%		10.3%		15.6%																												対売上高広告宣伝費比率		23.6%		16.5%		10.3%		15.6%

				対売上高開発費比率		15.3%		25.0%		34.2%		27.7%		30.4%																												対売上高開発費比率		25.0%		34.2%		27.7%		30.4%



				売上高 ウリアゲ ダカ		11,192		27534		21,434		25,931		27,112

																																										売上高 ウリアゲ ダカ		11,192		27534		21,434		25,931		27,112

																																												FY13

																																												2,344

																																												1,156

																																												552

																																												1,708

																																												20.9%

																																												15.3%



広告宣伝費	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	867	599	504	922	658	927	1501	721	1083	外注費	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	1061	868	916	987	1139	1027	1190	1264.2363559999999	1041	人件費（開発部門）	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	758	710	777	821	920	853	943	1017	915.051061	開発費	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	1819	1578	1693	1808	2059	1880	2133	2281.2363559999999	1956.0510610000001	対売上高広告宣伝費比率	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	0.16170026750293462	0.11232930460438044	8.4780506610822412E-2	0.12380056252991044	9.1314087305545966E-2	0.1319921203437972	0.21609559458681254	0.10188036295343221	0.17877187190491911	対売上高開発費比率	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	0.33925350240811775	0.29591926989267503	0.28478848748436969	0.24276726361613674	0.28573815465367652	0.26768628505538161	0.30708321336020733	0.3220661018152764	0.32288726658963357	







開発費	1	広告宣伝費	1	※開発費内訳：	1	人件費（開発部門）	1	外注費	1	対売上高広告宣伝費比率	1	対売上高開発費比率	1	





広告宣伝費	

FY14	FY15	FY16	FY17	6486	3550	2683	4233	外注費	

FY14	FY15	FY16	FY17	3180	3807	3910	4523	人件費（開発部門）	

FY14	FY15	FY16	FY17	3702	3503	3228	3729	開発費	FY14	FY15	FY16	FY17	6882	7311	7138	8253	対売上高広告宣伝費比率	

FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	0.23556330355197211	0.16459258380794775	0.10305611526266481	0.15613012688108588	対売上高開発費比率	

FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	0.24994552190019612	0.34174882751846797	0.27730329391171449	0.30440395396872233	









人員数

						国内拠点 コクナイキョテン		海外拠点 カイガイキョテン		合計 ゴウケイ

		FY13		Q1		312		208		520

				Q2		276		216		492

				Q3		280		229		509

				Q4		309		326		635

		FY14		Q1		327		409		736

				Q2		343		497		840

				Q3		369		532		901

				Q4		400		498		898

		FY15		Q1		309		450		759

				Q2		309		429		738

				Q3		333		444		777

				Q4		348		336		684

		FY16		Q1		370		327		697

				Q2		388		325		713

				Q3		384		312		696

				Q4		413		324		737

		FY17		Q1		448		331		779

				Q2		473		345		818

				Q3		481		348		829

				Q4		496		352		848



309	327	343	369	400	309	309	333	348	370	388	384	413	448	473	481	496	326	409	497	532	498	450	429	444	336	327	325	312	324	33	1	345	348	352	635	736	840	901	898	759	738	777	684	697	713	696	737	779	818	829	848	



ＢＳ

				（百万円）

								現預金 ゲン ヨキン		純資産 ジュンシサン		純資産比率 ジュンシサン ヒリツ

				2016		Q1		16,781				72.4%

						Q2		14,098				71.7%

						Q3		13,096				72.1%

						Q4		11,563				67.0%

				2017		Q1		10,048				72.3%

						Q2		11,357				69.6%

						Q3		10,263				63.6%

						Q4		11,456				65.8%

				2018		Q1		11,764				63.5%

						Q2		12,104				62.0%

						Q3		13,528				59.6%

						Q4		13,017		13,990		60.6%



																																				（百万円） 		FY17 Q4		FY16 Q4		前年同期比		FY17 Q3		前四半期比

																																				流動資産 リュウドウ シサン		17,467		15,552		+12.3%		18,267		△4.4%

																																				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		13,017		11,456		+13.6%		13,528		△3.8%

																																				固定資産 コテイ シサン		5,600		4,107		+36.4%		5,335		+5.0%

																																				総資産 ソウシサン		23,067		19,659		+17.3%		23,603		△2.3%

																																				流動負債 リュウドウ フサイ		5,253		4,904		+7.1%		5,000		+5.0%

																																				固定負債 コテイ フサイ		3,823		1,813		+110.8%		4,538		△15.8%

																																				純資産 ジュンシサン		13,990		12,941		+8.1%		14,063		△0.5%

																																				(純資産比率) ジュンシサン ヒリツ		60.6%





Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	11563	10048	11357	10263	11456	11764	12104.017855	13528.478999999999	13017.347	

Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	0.67	0.72299999999999998	0.69599999999999995	0.63600000000000001	0.65800000000000003	0.63500000000000001	0.62	0.59581409142905595	0.60649412580743056	









海外言語版売上高比率

						日本語版 ニホンゴバン		海外言語版 カイガイゲンゴバン

				FY12		5,500		15

				FY13		7,757		3,435

				FY14		16,023		11,511

				FY15Q1		3,655		2,215

				FY15		15,085		6,352

				FY12		99.7%		0.3%

				FY13		69.3%		30.7%

				FY14		58.2%		41.8%

				FY15Q1

				FY15		70.37%		29.63%

				FY16		19,655		6,279

						75.8%		24.2%

				FY17Q1		5,090		1,856

				FY17Q2		73.3%		26.7%

				FY17Q3		68.8%		31.2%

				FY17Q4		68.8%		31.2%





日本語版	海外言語版	0.68808176906569829	0.31181908220534832	







FY17通期決算（連結）
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16,023 15,085 
19,654 19,378 

11,511 
6,352 

6,278 7,733 

27,534 

21,437 

25,933 27,112 

416 

(2,229)

1,650 994 

1.5%

(10.4%)

6.4% 3.7%

（百万円） FY14 FY15 FY16 FY17
 売上高 27,534 21,437 25,933 27,112
　国内売上高 16,023 15,085 19,654 19,378
　 海外売上高 11,511 6,352 6,278 7,733
 営業利益 416 △ 2,229 1,650 994

1.5% △10.4% 6.4% 3.7%
 経常利益 234 △ 2,256 1,734 962
当期純利益 191 △ 3,299 1,383 552

（百万円）

09

売上高及び営業利益

FY15FY14

通期業績の推移 売上高・利益

国内売上高 海外売上高 営業利益 営業利益率

売上高

271.1億円
営業利益

9.9億円
海外売上高比率

28.5%

FY16 FY17

FY17 ハイライト

売上においては、タガタメ
海外言語版の売上貢献等に
より海外売上高が増加した
こと等から、YonYで増収に
営業利益においては、開発
費及び広告宣伝費が大幅に
増加したことから、YonYで
減益に



6,487 

3551
2,685 

4,233 

3,181 

3,808 
3,912 

4,523 

3,703 

3,504 
3,229 

3,729 

23.6% 16.6% 10.4% 15.6%

25.0%
34.1%

27.5% 30.4%

（百万円） FY14 FY15 FY16 FY17
開発費 6,885 7,312 7,142 8,253
　人件費（開発部門） 3,703 3,504 3,229 3,729
　外注費 3,181 3,808 3,912 4,523
広告宣伝費 6,487 3,551 2,685 4,233

25.0% 34.1% 27.5% 30.4%
23.6% 16.6% 10.4% 15.6%

開発費 広告宣伝費外注費人件費（開発部門）
対売上高開発費比率 対売上高広告宣伝費比率

10

開発費及び広告宣伝費

（百万円）

開発費

82.5億円
広告宣伝費

42.3億円
対売上高広告宣伝費比率

15.6%

FY17 ハイライト

開発費は、大ヒットタイトル
の創出に向けた開発投資の
強化に伴い、YonYで大幅に
増加
広告宣伝費は、自社主力タイ
トルへの積極投資及び新規タ
イトルの初期プロモーション
等によりYonYで大幅に増加

通期業績の推移 費用

FY15FY14 FY16 FY17



業績予想

11



 FY17配信の国内新規タイトルはいずれも苦戦。FY18は、ファンキル、タガタメ、
クリユニ、FFBE（※）等既存の主力タイトル（海外言語版を含む）に経営資源を
集中し、売上の維持・拡大を図る

 成熟化したモバイルオンラインゲーム市場の状況に鑑み、ヒットタイトルの
開発実績を有するスタジオに経営資源を集中するほか、既存のヒットタイトルの
エンジンを活用し、複数の超有力IPを用いた新規タイトルの開発にも注力

12
FY18の位置付け

モバイルゲーム事業

モバイルゲーム事業は、
大ヒットタイトルの創出に向けた投資先行の年に

(※)ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY は､日本およびその他の国における株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの商標または登録商標です｡
(※)ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス（販売/配信元：スクウェア・エニックス）の開発運営を当社/エイリムが担当

12



 モバイル動画事業においては、既存の投資先のExit等による収益化を図る
 VR/AR事業においては、国内外の有力な企業への投資を継続すると共に、既存の

投資先のExit、VRゲームのリリース等による収益化を図る。また、VTuber等の
新たなコンテンツの開発支援にも注力

 仮想通貨・ブロックチェーン事業へ新たに参入。gumi Cryptos匿名組合を組成
し、国内外の有力企業への投資を実行するほか、自社におけるコンテンツ開発に
も注力し、将来の収益機会の創出を目指す

13
FY18の位置付け

新規事業

新規事業は、
投資回収等に伴う収益貢献の年に

1213



（

 売上に関しては、主力タイトルは安定的な売上貢献を見込むものの、FY17に
配信した新規タイトルの売上貢献は限定的と想定し、QonQで減収を見込む

 営業利益、経常利益に関しては、開発費の増加等を想定し、QonQで減益を
見込む

Q1業績予想
（百万円）

FY17
Q4予想

FY17
Q4実績

FY18
Q1予想 増減

(Q1予想－Q4実績)

売上高 6,200 6,058 5,800 △258

営業利益 △500 △158 △500 △342

経常利益 △500 △73 △500 △427

Q1業績予想
14

売上

費用

主力タイトルは安定的な
売上を見込む。FY17配信の
国内新規タイトルは苦戦。
売上貢献は限定的と想定

開発費は、新規タイトルの
開発体制の強化に伴い
QonQで増加を想定
広告宣伝費は、主力タイト
ルへ経営資源を集中。
QonQで減少を想定

新規タイトルは、Q1での
配信は想定せず

1214



モバイルゲーム事業への
取り組み

15



 ニンスピ他、複数本のオリジナルタイトルの開発及び自社ヒットタイトルの
IP化に注力

 他社IPを活用した新規タイトルの開発も順調に進捗

主なタイトル

オリジナル

他社IP系

パブリッシング

５本

２本

０本

開発中のタイトル数

・新たに超有力IPを活用したタイトルを1本
パイプラインに追加

・引き続き複数の有力IP ホルダーとの協議を
継続

パイプライン
16

・複数の協業先との取り組みを検討中

・3月28日にドルオダを配信開始
・5月9日よりニンスピの第1回CBTを実施
・新たにオリジナルタイトル２本をパイプ

ラインに追加

※18年6月8日時点で開発承認を受けた本数をカウント
同一タイトルの海外言語版は、日本語版、海外言語版でそれぞれ1タイトルでカウント



『ドールズオーダー』
スマホゲームの枠を超えた2on2ハイスピードアクション
バトル
各種イベントに加え、共闘バトル等の新機能の追加を予定

新規配信タイトル
17

2018年3月28日配信



最大4人対戦が可能な「ブッ飛ばし」乱闘バトル
大人気格闘ゲーム「サムライスピリッツ」を生み出した、元ＳＮＫ
スタッフが手がける本格アクションゲーム
多数の豪華ゲストクリエイター/キャストが集結

18
開発中タイトル

※現在開発中であり、今後内容等が変更となる可能性がございます

and more！

『超激闘 ニンジャカスピリッツ』

今夏配信予定！



19

※現在開発中であり、今後内容等が変更となる可能性がございます

gumi Europeにて開発中のタイトル。海外にて先行配信を予定
海外でも大ヒットした「ブレイブ フロンティア」のスピンオフタイトル
25vs25のユニットによる戦略性の高いバトルが可能

開発中タイトル

『BRAVE FRONTIER : THE LAST SUMMONER』

今夏配信予定！



20
各タイトルの状況 国内

FY14
配信

ファンキル

FFBE（※）

FY15
配信

©2015-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Alim Co., Ltd.
(※)ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY は､日本およびその他の国における株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの商標または登録商標です｡
(※)ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス（販売/配信元：スクウェア・エニックス）の開発運営をエイリムが担当

TVCMの放映等により新規・復帰ユーザーを獲得し、売上
及びユーザーベースは好調に推移
有力IPとのコラボの実施等により、引き続き売上の拡大を
目指す

『カードキャプターさくら クリアカード編』とのコラボ
等により安定的なユーザーベースを維持。また、ユニット
やガチャの仕様改善等によりユーザー満足度の向上を実現
500万DLキャンペーン、リアルイベントの開催、TVCMの
放映等ユーザーのエンゲージメント向上に注力すると共に、
新キャラクターや新イベントの投入等により売上の維持・
拡大に注力
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各タイトルの状況 国内

FY15
配信

タガタメ

クリユニ

4月のリリース2周年に合わせ有力IPとのコラボ及び有名
アーティストとのタイアップを実施し、ユーザーベースの
拡大と売上の最大化に成功

ファンキル、タガタメとのコラボの実施等により、引き続き
売上及びユーザーベースの維持・拡大を図る

2周年施策及び初のリアルイベントの開催等によりユーザー
ベースの維持に注力し、売上は好調に推移。新たな育成機能
「真理念装」の実装等によりコンテンツの活性化に成功
ファンキルとの合同イベント開催、ストーリー第二部の
追加、新たな対戦機能「ドラフトマッチ」の実装等、コン
テンツ、機能の拡充により売上の維持・拡大を図る



各タイトルの状況 国内
22

FY17
配信

ブレフロ２

スママジ

『七つの大罪 戒めの復活』とのコラボや対戦型コンテンツ
の投入、機能の追加・改修等により高い継続率を維持し
ユーザーベースも堅調に推移
新規コンテンツや新キャラクターの追加等により売上及び
ユーザーベースの拡大を図る

有力IPとのコラボの実施等により、初期ユーザーの獲得に
成功
新システム実装や有力IPとのコラボ等により、引き続き
売上の拡大を図る



FFBE海外言語版（※）

©2015-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by gumi Inc.
(※)ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY は､日本およびその他の国における株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの商標または登録商標です｡
(※)ファイナルファンタジーブレイブエクスヴィアス（販売/配信元：スクウェア・エニックス）の開発運営を当社が担当

各タイトルの状況 海外
23

FY13
配信

FY16
配信

ブレフロ海外言語版

クリユニ海外言語版

2月から3月にかけて実施した『初音ミク』とのコラボ及び
海外独自ユニットの投入等により安定した売上を維持
海外オリジナルシステムの拡張・改修を実施し、コンテン
ツの拡充により売上及びユーザーベースの維持を図る

全世界累計3,000万ダウンロード達成キャンペーンの実施
等により売上及びユーザーベースは好調に推移
有力IPとのコラボの実施等により、引き続き売上の拡大を
目指す

旧正月イベントを実施し、アジアマーケットに向けたキャ
ラクターの販売を実施
ファンキル、タガタメとのコラボを実施し、引き続き売上
及びユーザーベースの維持・拡大を図る



各タイトルの状況 海外
24

FY17
配信

タガタメ海外言語版

4月に『Fate/stay night - Unlimited Blade Works』との
コラボを実施し、過去最高の売上を達成
国内外累計500万ダウンロード記念施策や有力IPとのコラ
ボの実施等により、売上及びユーザーベースの拡大を図る



新規事業への取り組み

25

※新規事業への取り組みの
詳細は添付資料をご参照
ください
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モバイル動画事業



株式会社Candee：
• モバイル動画市場におけるリーディング

カンパニー。ソーシャルライブコマース
『Live Shop!』を2017年5月に配信

• 約41.5億円の資金調達を実施

dely株式会社：
• 2016年5月に料理レシピ動画アプリ『クラシ

ル』を配信し、1,000万DLを達成（国内最大
級）

• 約70億円の資金調達を実施

株式会社3ミニッツ：
• ファッション領域に特化した高品質な動画を

企画・制作。国内最大級のInstagramｍerを
擁する

• 2017年2月にグリー株式会社が43億円で買収

BREAKER株式会社：
• YouTubeで国内初のドラマシリーズをヒッ

トさせた実績を有するデジタル領域に特化
した映像制作スタジオ

 「モバイルならではの高品質な動画」を制作可能な企業に対し積極的に投資を
実行

 モバイル動画事業における投資倍率（※）は、約3倍と順調に進捗

(※) 当社の連結子会社gumi ventures2号投資事業有限責任組合（以下、ファンド）の投資実績をもとに算出
投資倍率は（ファンドの実現利益＋ファンドの未実現利益＋ファンドの投資総額）÷（ファンドの投資総額）にて算出
実現利益は、（投資先のExitに伴うファンドの回収額）－（当該投資先へのファンドからの投資額）にて算出
未実現利益は、（現在株式を保有している投資先の、直近のバリュエーションに基づく株式評価額×ファンドの持分比率）－（当該投資先へのファンド
からの出資額）にて算出
株式評価額に関しては現時点において算出した企業価値であり、当社の将来の収益を必ずしも保証するものではありません

モバイル動画事業への取り組み

主な投資実績
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lute株式会社：
• Instagramを中心にSNS等で最先端の音楽

やカルチャー情報を発信するモバイル動画
メディア「lute」を運営

株式会社TABILABO：
• 情報感度の高いミレニアル世代に最先端の

トピックを届けるライフスタイルメディアと、
スマートフォンを軸にリアルとデジタルを
融合したトータルプロモーションを企画・実
施する「BRAND STUDIO」を運営

• 約５.6億円の資金調達を実施



VR/AR事業
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VR/AR事業

グローバル
投資事業

コンテンツ
開発事業

インキュ
ベーション事業

VR/AR事業への取り組み
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計29社に投資し24社が追加の
資金調達を実施
TXS第3期までの累計における
投資倍率（※） は、約4倍と順調
に進捗

(※) 当社の連結子会社TXSの第3期インキュベー
ションプログラムまでの投資実績をもとに算出

投資倍率は、（TXSの実現利益＋TXSの未実現利益
＋TXSの投資総額）÷（TXSの投資総額）にて算出

実現利益は、（投資先のExitに伴うTXSの回収額－
当該投資先へのTXSからの投資額）にて算出

未実現利益は、（現在株式を保有している投資先の、
直近のバリュエーションに基づく株式評価額×TXS
の持分比率）－（当該投資先へのTXSからの出資
額）にて算出

株式評価額に関しては現時点において算出した企業
価値であり、当社の将来の収益を必ずしも保証する
ものではありません

2016年2月にVR FUNDへ
共同事業者（GP）として
参画し、合計21社に投資を
実行
引き続き有力企業への投資を
実行

有力企業への投資を通じた
VRゲームの開発は順調に進
捗。リリースに伴う収益化を
図る
VTuber等新規コンテンツの
開発支援にも注力



仮想通貨・ブロックチェーン事業
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仮想通貨・ブロックチェーン事業への参入について
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gumi Cryptos匿名組合の概要
商法上の匿名組合契約
最大30百万米ドル
約３年間（営業者の裁量により最大２年間の延長あり）

商号 合同会社gumi Cryptos
所在地 東京都新宿区西新宿４丁目34－７

仮想通貨及びブロックチェーン技術を用いたサービス等を提供
する企業への投資　等

設立日 2018年2月1日
株式会社gumi ventures
Miko Matsumura

事業内容

業務執行社員

１．形態
２．ファンド総額　
３．存続期間　　　
４．営業者の概要

 gumi Cryptos匿名組合を組成し、仮想通貨・ブロックチェーン事業
へ参入。ファンドを通じてブロックチェーン技術を用いたサービス等
を提供する企業への投資を実行

市場が急速に拡大している仮想通貨・ブロックチェーン領域において、
国内外の有力企業への投資及びコンテンツの自社開発により、将来の
収益機会の創出を目指す


Sheet1

				１．形態　　　　　				商法上の匿名組合契約

				２．ファンド総額　				最大30百万米ドル

				３．存続期間　　　				約３年間（営業者の裁量により最大２年間の延長あり）

				４．営業者の概要

						商号		合同会社gumi Cryptos

						所在地		東京都新宿区西新宿４丁目34－７

						事業内容		仮想通貨及びブロックチェーン技術を用いたサービス等を提供

								する企業への投資　等

						設立日		reserved-43132x1F

						業務執行社員		株式会社gumi ventures

								Miko Matsumura
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免責事項
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本資料は、株式会社gumi（以下「当社」といいます。）並びにその子会社及び関連会
社（以下、当社と併せて「当社グループ」と総称します。）の財務情報、経営情報等の
提供を目的としたものです。

本資料に記載されている当社グループ以外の企業等に関わる情報及び当社グループ以外
の第三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、当社は、かかる情
報の正確性、完全性及び適切性等について何らの検証も行っておらず、また、これを保
証するものではありません。

なお、本資料に含まれる全ての情報は、予告なしに変更される場合があります。

本資料は、当社の有価証券の取得に係る投資勧誘を目的としたものではなく、当社の有
価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。
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