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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第３四半期の連結業績（2020年６月１日～2021年２月28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５月期第３四半期 17,450 4.1 465 △54.5 474 △53.5 295 △43.2

2020年５月期第３四半期 16,767 24.3 1,023 2.7 1,019 2.1 520 △15.9
(注) 包括利益 2021年５月期第３四半期 302百万円( △42.0％) 2020年５月期第３四半期 520百万円( △15.7％)

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５月期第３四半期 15.04 14.59

2020年５月期第３四半期 27.04 25.64

（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 ％

2021年５月期第３四半期 9,552 3,706 38.6

2020年５月期 10,486 3,363 32.0
(参考) 自己資本 2021年５月期第３四半期 3,688百万円 2020年５月期 3,350百万円

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５月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年５月期 － 0.00 －

2021年５月期(予想) 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５月期の連結業績予想（2020年６月１日～2021年５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 28,600 27.3 800 △19.4 790 △15.3 490 36.5 24.93
(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 ： 有
　

　

（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 ： 有

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５月期３Ｑ 19,743,660株 2020年５月期 19,563,060株

② 期末自己株式数 2021年５月期３Ｑ －株 2020年５月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期３Ｑ 19,664,129株 2020年５月期３Ｑ 19,244,231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
　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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞が継続

しており、今後の先行きも不透明な状況であります。

このような事業環境のもと、当社グループは新たなクリエイタ－の獲得や育成、クリエイタ－を活用したプロモ

－ションビジネスの拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、チャンネル運営、イベント、グッズといった新

規事業の更なる拡大にも注力してまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国内

外の企業が広告出稿を抑制したことや、当社主催のオフラインイベントが実施できなかったことなどによる影響を

受けました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間において、売上高17,450,882千円(前年同期比4.1％増加)、営業利益

465,700千円(前年同期比54.5％減少)、経常利益474,309千円(前年同期比53.5％減少)となり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は295,759千円(前年同期比43.2％減少)となりました。

なお、当社グループは動画コンテンツ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。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産は、9,552,446千円となり、前連結会計年度末に比べ934,246千円減少

いたしました。

流動資産は6,523,496千円となり、前連結会計年度末に比べ627,074千円減少いたしました。この主な内訳は、現

金及び預金が1,070,900千円、未収消費税等が152,532千円減少し、売掛金が593,207千円増加したことによるもので

あります。

固定資産は3,028,949千円となり、前連結会計年度末に比べ307,172千円減少いたしました。この主な内訳は、投

資その他の資産が280,797千円減少したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、5,845,677千円となり、前連結会計年度末に比べ1,277,371千円減

少いたしました。この主な内訳は、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)が591,462千円、流動負債のそ

の他が963,457千円減少し、買掛金が413,342千円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、3,706,768千円となり、前連結会計年度末に比べ343,124千円増

加いたしました。これは新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ17,085千円増加し、親会社株主

に帰属する四半期純利益295,759千円を計上したこと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５月期の通期連結業績予想につきましては、2020年７月14日に公表いたしました業績予想数値から変更は

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５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,330,373 3,259,473

売掛金 1,614,360 2,207,567

商品 91,642 106,117

仕掛品 4,789 16,157

貯蔵品 864 1,536

未収消費税等 965,545 813,013

その他 142,995 119,631

流動資産合計 7,150,571 6,523,496

固定資産

有形固定資産 441,135 318,979

無形固定資産

のれん 274,820 214,493

契約関連無形資産 700,000 647,500

その他 191,822 400,429

無形固定資産合計 1,166,642 1,262,423

投資その他の資産

投資有価証券 563,638 573,450

敷金及び保証金 890,970 596,663

その他 273,735 277,432

投資その他の資産合計 1,728,343 1,447,546

固定資産合計 3,336,122 3,028,949

資産合計 10,486,693 9,552,446

負債の部

流動負債

買掛金 1,292,775 1,706,118

短期借入金 1,500,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 802,504 719,368

未払法人税等 67,411 66,642

賞与引当金 212,762 82,657

役員賞与引当金 23,607 17,153

その他 1,805,821 842,364

流動負債合計 5,704,881 4,934,303

固定負債

長期借入金 1,415,244 906,918

その他 2,922 4,456

固定負債合計 1,418,166 911,374

負債合計 7,123,048 5,845,677

純資産の部

株主資本

資本金 787,148 804,234

資本剰余金 756,148 773,234

利益剰余金 1,807,682 2,103,441

株主資本合計 3,350,979 3,680,910

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 7,256

その他の包括利益累計額合計 － 7,256

新株予約権 12,665 14,362

非支配株主持分 － 4,240

純資産合計 3,363,644 3,706,768

負債純資産合計 10,486,693 9,552,446
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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３四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 16,767,029 17,450,882

売上原価 12,036,399 12,847,441

売上総利益 4,730,629 4,603,441

販売費及び一般管理費 3,706,917 4,137,741

営業利益 1,023,711 465,700

営業外収益

受取利息 208 36

有価証券売却益 1,457 －

先物取引決済益 1,186 －

助成金収入 － 13,500

その他 1,780 12,063

営業外収益合計 4,632 25,599

営業外費用

支払利息 2,109 7,597

為替差損 4,042 6,147

その他 2,920 3,244

営業外費用合計 9,073 16,990

経常利益 1,019,270 474,309

特別損失

本社移転費用 115,700 －

投資有価証券評価損 109,549 －

その他 25,891 －

特別損失合計 251,142 －

税金等調整前四半期純利益 768,128 474,309

法人税等 247,831 179,309

四半期純利益 520,296 294,999

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － △759

親会社株主に帰属する四半期純利益 520,296 295,759
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2020年２月29日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2021年２月28日)

四半期純利益 520,296 294,999

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 638 7,256

その他の包括利益合計 638 7,256

四半期包括利益 520,935 302,256

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 520,935 303,015

非支配株主に係る四半期包括利益 － △759
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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。

（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。

（会計方針の変更）

（税金費用の計算方法の変更）

従来、税金費用については年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、四半期決算に迅速かつ効率的

に対応するため、第１四半期連結会計期間より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する方法に変更しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であるため遡及適用は行っておりません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は動画コンテンツ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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


