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（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 9,435 △2.8 △360 - △419 - △372 -

2020年５月期第３四半期 9,708 16.3 600 - 553 - 492 -

（注）包括利益 2021年５月期第３四半期 △399百万円（-％） 2020年５月期第３四半期 487百万円（-％）

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

2021年５月期第３四半期 △47.33 -

2020年５月期第３四半期 64.97 63.58

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年５月期第３四半期 5,439 4,411 80.3 555.46

2020年５月期 6,027 4,904 80.3 615.84

（参考）自己資本 2021年５月期第３四半期 4,369百万円 2020年５月期 4,842百万円

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 - 10.00 10.00

2021年５月期 - 0.00 -

2021年５月期（予想） - -

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 11,500 △11.5 △1,000 - △1,000 - △1,000 - △127.15

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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．現時点では、2021年５月期の配当予想は未定であります。

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2021年４月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年５月期３Ｑ 7,866,901株 2020年５月期 7,863,601株

②  期末自己株式数 2021年５月期３Ｑ 219株 2020年５月期 219株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期３Ｑ 7,864,533株 2020年５月期３Ｑ 7,586,543株

※  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

新規  －社  （社名）　　　　　　　　　　　　、除外  －社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う経済活動の停

滞長期化等により、厳しい状況が続いております。各種経済政策の効果や海外経済の改善もあって、緩やかな回

復の兆しも見られましたが、2021年１月には感染再拡大に伴い緊急事態宣言が再発令されるなど、依然として先

行き不透明な状況が続いております。

わが国のオンラインゲーム市場においては、引き続きユーザー数は伸びているものの、提供タイトルが増加し

ており、ユーザーの獲得競争が続いております。また、ソーシャルネットワークサービスやWebブラウザゲーム

などが幅広い層へと広がっており、引き続き事業環境の変化が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループでは引き続き既存サービスの拡大及び収益性の向上に注力すると共

に、培ってきた開発技術を応用した新規サービスの開発を進めてまいりました。

現在、主力事業である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」（以下、「トレバ」）においては、事業運営基

盤の強化を目指した取り組みを中心として、継続的なシステム面でのアップデートによる操作性の向上、国内外

に向けた効果的なプロモーション媒体の活用による新たなユーザー層獲得を意識した取り組みや、継続率向上の

ための様々なキャンペーンを実施するなど体制の強化及び販促活動等に注力してまいりました。

コスト面においては、「トレバ」及び新規事業における国内外向けのプロモーション活動費用や事業基盤の強

化による運営費用及び人件費、課金決済会社への販売手数料等それぞれの増加がありました。また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、経済活動の停滞に伴って獲得された景品の配送業務に遅延が生じたため、その解

消費用が発生しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高は9,435百万円となり、前年同期に比べ、2.8％の減

収となりました。

利益面につきましては、営業損失360百万円（前年同期は営業利益600百万円）、経常損失419百万円（前年同

期は経常利益553百万円）、税金等調整前四半期純損失363百万円（前年同期は税金等調整前四半期純利益584百

万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失372百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益492百万

円）となりました。

当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

め、セグメントごと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の資産合計は、前連結会計年度末に比べ587百万円減少し、5,439百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金297百万円、貯蔵品297百万円の減少が生じ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の負債合計は、前連結会計年度末に比べ94百万円減少し、1,028百万円となりま

した。これは主に、未払金46百万円の増加があった一方で、未払法人税等124百万円の減少が生じたことによる

ものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ492百万円減少し、4,411百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金450百万円、為替換算調整勘定26百万円の減少が生じ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月期の連結業績予想につきましては、2020年７月15日に公表いたしました予想値を修正しておりま

す。詳細につきましては、2021年４月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（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 2,919,967 2,622,828

売掛金 1,041,299 915,750

貯蔵品 930,643 632,958

その他 340,799 262,780

貸倒引当金 △27,566 △27,216

流動資産合計 5,205,143 4,407,100

固定資産

有形固定資産 421,131 468,265

無形固定資産 176,130 175,684

投資その他の資産

その他 251,797 422,750

貸倒引当金 △26,990 △33,990

投資その他の資産合計 224,807 388,760

固定資産合計 822,070 1,032,711

資産合計 6,027,213 5,439,812

負債の部

流動負債

買掛金 1,199 1,232

1年内返済予定の長期借入金 13,886 1,385

未払金 555,949 602,361

未払費用 230,928 232,029

未払法人税等 135,027 10,591

その他 173,872 167,508

流動負債合計 1,110,862 1,015,107

固定負債

退職給付に係る負債 11,658 12,995

固定負債合計 11,658 12,995

負債合計 1,122,520 1,028,102

純資産の部

株主資本

資本金 2,502,653 2,505,031

資本剰余金 1,567,443 1,569,821

利益剰余金 741,580 290,718

自己株式 △450 △450

株主資本合計 4,811,226 4,365,120

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 31,332 4,484

その他の包括利益累計額合計 31,332 4,484

新株予約権 62,133 42,104

純資産合計 4,904,692 4,411,709

負債純資産合計 6,027,213 5,439,812

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
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（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 9,708,250 9,435,828

売上原価 1,603,484 1,830,704

売上総利益 8,104,766 7,605,124

販売費及び一般管理費 7,504,477 7,966,076

営業利益又は営業損失（△） 600,289 △360,952

営業外収益

受取利息 1,594 344

補助金収入 - 5,701

出資分配金 8,605 9,258

その他 2,917 3,341

営業外収益合計 13,116 18,646

営業外費用

支払利息 338 107

出資金償却 23,724 415

為替差損 5,785 37,862

貸倒引当金繰入額 - 6,649

その他 30,224 32,615

営業外費用合計 60,071 77,651

経常利益又は経常損失（△） 553,334 △419,957

特別利益

新株予約権戻入益 29,092 56,447

関係会社株式売却益 4,999 -

特別利益合計 34,092 56,447

特別損失

固定資産除却損 775 264

減損損失 2,341 -

特別損失合計 3,117 264

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（△）
584,310 △363,774

法人税、住民税及び事業税 91,377 8,453

法人税等合計 91,377 8,453

四半期純利益又は四半期純損失（△） 492,932 △372,227

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（△）
492,932 △372,227

（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）
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（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 492,932 △372,227

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △5,343 △26,847

その他の包括利益合計 △5,343 △26,847

四半期包括利益 487,589 △399,075

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 487,589 △399,075

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

（追加情報）

　前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響の仮定について重要な変更

はありません。

（セグメント情報）

Ⅰ　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）

当社グループは、オンラインゲーム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。

Ⅱ　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）

　当社グループは、オンラインゲーム事業を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいた

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。
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