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1. 2021年9月期第1四半期の業績（2020年10月1日～2020年12月31日）

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年9月期第1四半期 1,890 15.2 283 △4.6 277 △5.4 189 △5.5

2020年9月期第1四半期 1,641 185.3 296 289.3 293 371.8 200 275.1

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9月期第1四半期 28.21 27.25

2020年9月期第1四半期 30.17 28.95

(注） 2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2019年９月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり

␣␣四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年9月期第1四半期 2,858 2,008 68.1

2020年9月期 3,106 1,800 56.3

（参考）自己資本 2021年9月期第1四半期 1,946百万円 2020年9月期 1,750百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年9月期 ―

2021年9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. 2021年 9月期の業績予想（2020年10月 1日～2021年 9月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 4,209 23.3 555 5.0 554 5.8 384 7.8 57.29

通期 9,068 20.5 900 △18.0 899 △17.1 624 △16.8 92.84

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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9月期1Q 6,725,800 株 2020年9月期 6,710,200 株

② 期末自己株式数 2021年9月期1Q 224 株 2020年9月期 224 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年9月期1Q 6,712,519 株 2020年9月期1Q 6,641,410 株

(注） 当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2019年９月期の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定して、発行済株式数を算定しております。

※ 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

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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「（３）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。

決算説明資料につきましては、TDnetで本決算短信と同時に開示するとともに、当社ホームページに掲載いたします。
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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

インプレス総合研究所「電子書籍ビジネス調査報告書2020」によると、2019年度の電子出版市場規模は3,750億円と

推計され、2018年度の3,122億円から20.1％増加し、2024年度には2019年度の約1.5倍の5,669億円程度に拡大すると予

測されています。また、2019年度のマンガアプリ広告収益市場規模は210億円と推計され、2018年度の167億円から

25.7％増加しました。2020年度には2019年度から28.6%増加して、270億円程度にまで拡大すると予測されています。

しかしながら、電子書籍のビジネスモデルの多様化や成熟によって電子書籍市場が徐々に飽和していくことも想定さ

れます。

このような経営環境の中で、当社は「マンガBANG!」の主力コーナーであるフリーミアムモデル（注）のコーナーに

おいて、オリジナル作品の創出や出版社との信頼関係を深化させ、先行配信や人気作品の配信数を増加することで、

他社サービスとの徹底的な差別化を進めております。

一方で、競合環境の激化に加え、海賊版ウェブサイトの利用者拡大が、アクティブユーザー数の伸び悩みや１人当

たり課金売上の低下をもたらしている要因の一つであると推察しております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,890,507千円（前年同四半期比15.2％増）となりました。利益面に

ついては、計画通り積極的な広告宣伝等の先行投資により、営業利益は283,145千円（前年同四半期比4.6％減）、経

常利益は277,394千円（前年同四半期比5.4％減）、四半期純利益は189,369千円（前年同四半期比5.5％減）となりま

した。

なお、当社はマンガアプリ事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。

（注）フリーミアムモデル：基本的なサービスはすべて無料で提供し、一部の機能を有料で提供するビジネスモデル。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期会計期間末における総資産は2,858,093千円となり、前事業年度末に比べ248,825千円減少いたしま

した。これは主に、現金及び預金が177,160千円増加した一方、売掛金が429,310千円減少したこと等によるもので

あります。

　 (負債)

当第１四半期会計期間末における負債合計は849,627千円となり、前事業年度末に比べ456,320千円減少いたしま

した。これは主に、未払金が153,797千円、未払法人税等が271,209千円減少したこと等によるものであります。

　 (純資産)

当第１四半期会計期間末における純資産は2,008,465千円となり、前事業年度末に比べ207,494千円増加いたしま

した。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が189,369千円増加したこと等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点の業績予想につきましては、2020年11月10日に公表した通期業績予想から変更はありません。

なお、当該業績予想につきましては、公表時点において、新型コロナウイルス感染症による経済への影響を含む入手可

能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。

今後、業績予想に変更があった場合は速やかに公表いたします。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年９月30日)

当第１四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,693,930 1,871,091

売掛金 1,201,833 772,523

コンテンツ 8,216 8,611

その他 20,580 18,938

流動資産合計 2,924,562 2,671,165

固定資産

有形固定資産 11,806 10,529

投資その他の資産

敷金及び保証金 83,781 97,058

その他 86,768 79,339

投資その他の資産合計 170,549 176,398

固定資産合計 182,356 186,928

資産合計 3,106,918 2,858,093

負債の部

流動負債

買掛金 353,579 316,772

1年内返済予定の長期借入金 3,205 2,623

未払金 450,863 297,065

未払法人税等 357,529 86,319

引当金 1,400 675

その他 139,370 146,171

流動負債合計 1,305,947 849,627

負債合計 1,305,947 849,627

純資産の部

株主資本

資本金 356,089 359,599

資本剰余金 352,375 355,885

利益剰余金 1,042,193 1,231,563

自己株式 △256 △256

株主資本合計 1,750,402 1,946,791

新株予約権 50,568 61,674

純資産合計 1,800,970 2,008,465

負債純資産合計 3,106,918 2,858,093
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年10月１日
　至 2019年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 1,641,508 1,890,507

売上原価 1,028,563 1,176,864

売上総利益 612,945 713,643

販売費及び一般管理費 316,278 430,497

営業利益 296,667 283,145

営業外費用

支払利息 23 10

為替差損 670 5,710

新株予約権発行費 2,790 -

その他 30 30

営業外費用合計 3,514 5,750

経常利益 293,153 277,394

税引前四半期純利益 293,153 277,394

法人税等 92,777 88,025

四半期純利益 200,375 189,369
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（３）四半期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）

　当社は、マンガアプリ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　


