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（１）連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年５月期 12,193 △6.2 △812 - △923 - △1,156 -

2020年５月期 12,997 12.5 639 252.4 589 596.3 526 -

（注）包括利益 2021年５月期 △1,189百万円 （-％） 2020年５月期 519百万円 （-％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2021年５月期 △147.00 - △27.5 △17.3 △6.7
2020年５月期 68.81 67.25 12.4 10.9 4.9

（参考）持分法投資損益 2021年５月期 -百万円 2020年５月期 -百万円

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 4,645 3,621 77.0 454.95
2020年５月期 6,027 4,904 80.3 615.84

（参考）自己資本 2021年５月期 3,578百万円 2020年５月期 4,842百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
2021年５月期 △115 △436 △85 2,315
2020年５月期 198 △302 611 2,919

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年５月期 - 0.00 - 10.00 10.00 78 14.5 1.8
2021年５月期 - 0.00 - 0.00 0.00 - - -
2022年５月期

（予想）
- - - - - -

（％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 - - - - - - - - -

１．2021年５月期の連結業績（2020年６月１日～2021年５月31日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（注）2021年５月31日を基準日とする剰余金の配当につきましては、2021年７月15日公表の「特別損失の計上及び剰余金
の配当（無配）に関するお知らせ」のとおり、無配とさせていただきます。2022年５月期の期末配当予想額につき
ましては、現時点で未定であります。

３．2022年５月期の連結業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）

（注）2022年５月期の連結業績予想については、現段階で合理的な業績予想の算定が困難なことから未定といたします。
今後、適正かつ合理的な予想が算出可能となった時点で速やかに公表いたします。なお、当該理由につきまして
は、「１．経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧下さい。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年５月期 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 219株 2020年５月期 219株

③  期中平均株式数 2021年５月期 7,865,074株 2020年５月期 7,656,133株

（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2021年５月期 11,384 △6.4 △797 - △961 - △1,194 -

2020年５月期 12,158 14.3 778 449.0 705 - 643 -

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭
2021年５月期 △151.92 -

2020年５月期 84.00 82.08

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 4,363 3,396 76.9 426.35
2020年５月期 5,726 4,684 80.7 587.88

（参考）自己資本 2021年５月期 3,353百万円 2020年５月期 4,622百万円

※  注記事項
（１）期中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）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）

（参考）個別業績の概要
2021年５月期の個別業績（2020年６月１日～2021年５月31日）

（２）個別財政状態

＜個別業績の前期実績値との差異理由＞
　当社は、現在サービス中のタイトルである「オンラインクレーンゲーム・トレバ」において、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配送費用が増加したことや、国内外向けのプロモーション活動費用の増加等
により、前事業年度の実績値と当事業年度の実績値との間に差異が生じております。

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての
注意事項については、〔添付資料〕P３「１．経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の制限や個人消費の減退

による影響が長期化しており、段階的な経済活動再開による持ち直しの動きが期待されるものの、先行きについては

依然として不透明な状況が続いております。

　当社グループが属するオンラインゲーム市場においては、スマートフォンやタブレット等、情報端末の普及が減速

したことに伴うユーザー数の鈍化に懸念はあるものの、海外向けサービスの堅調な成長が見受けられ、グローバルに

ユーザーの獲得競争が続いております。

　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、集客及び継続率

向上を主軸として、国内外向け広告媒体の活用や定期的なキャンペーンを積極的に実施しつつ、システム面では継続

して操作性の向上を目的としたアップデートに努めてまいりました。

　売上高におきましては、国内外向けのプロモーション活動により集客に対する効果はあったものの、想定よりもサ

ービスに対する課金までには繋がらず落ち込む傾向となりました。

　コスト面においては、主に「トレバ」及び新規事業における国内外向けプロモーション費用や事業基盤の強化に伴

う運営費用及び人件費が第３四半期連結会計期間より引き続き増加いたしました。

　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、当連結会計年度における売上高は12,193百万円となり、前連結会計年度に比べ、6.2％の減収となりま

した。

　利益面につきましては、営業損失812百万円（前連結会計年度は営業利益639百万円）、経常損失923百万円（前連

結会計年度は経常利益589百万円）、税金等調整前当期純損失1,144百万円（前連結会計年度は税金等調整前当期純利

益620百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失1,156百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益

526百万円）となりました。

　なお、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）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,381百万円減少し、4,645百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金603百万円、貯蔵品389百万円、売掛金250百万円の減少が生じたことによるものでありま

す。

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ97百万円減少し、1,024百万円となりました。これは

主に、未払金52百万円の増加があった一方で、未払法人税等112百万円の減少が生じたことによるものでありま

す。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,283百万円減少し、3,621百万円となりました。こ

れは主に、利益剰余金1,234百万円の減少が生じたことによるものであります。

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ603百万円

減少し、2,315百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動により、資金は115百万円減少（前連結会計年度は198百万円の増加）しまし

た。これは主に、たな卸資産の減少額389百万円、売上債権の減少額243百万円、減価償却費198百万円による増加

があった一方で、税金等調整前当期純損失1,144百万円による減少があったことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動により、資金は436百万円減少（前連結会計年度は302百万円の減少）しまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出248百万円、投資有価証券の取得による支出110百万円による減少

があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動により、資金は85百万円減少（前連結会計年度は611百万円の増加）しまし

た。これは主に、配当金の支払額77百万円による減少があったことによるものであります。

(4）今後の見通し

　現在、当社のサービスである「オンラインクレーンゲーム・トレバ」においては、遠隔でクレーンゲームを操作

し、獲得した景品を自宅まで配送するというサービス体系により、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の

停滞による配送費用の増加が生じておりますが、その解消時期を予測することが困難であることや、景気低迷による

個人消費の変化がもたらす影響額も不確定要素となり、現状において業績予想を合理的に算定することが困難である

と判断し、2022年５月期の業績予想は未定といたします。なお、業績予想の開示が可能と判断した時点をもって、速

やかに公表いたします。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸

表を作成する方針であります。

　なお、今後につきましては、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会計基準の適用動向等を踏まえ、国際

会計基準の適用について検討を進めていく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,919,967 2,316,185

売掛金 1,041,299 790,669

貯蔵品 930,643 540,688

未収消費税等 213,993 119,236

その他 126,806 212,050

貸倒引当金 △27,566 △26,897

流動資産合計 5,205,143 3,951,932

固定資産

有形固定資産

建物 222,699 271,545

減価償却累計額 △43,569 △62,213

建物（純額） 179,130 209,331

工具、器具及び備品 844,227 956,182

減価償却累計額 △613,454 △769,517

工具、器具及び備品（純額） 230,773 186,664

車両運搬具 19,484 20,416

減価償却累計額 △14,773 △19,208

車両運搬具（純額） 4,710 1,207

建設仮勘定 6,517 -

有形固定資産合計 421,131 397,203

無形固定資産

ソフトウエア 6,845 2,133

ソフトウエア仮勘定 169,285 -

無形固定資産合計 176,130 2,133

投資その他の資産

投資有価証券 0 16,424

関係会社長期貸付金 26,990 53,990

保証金 218,981 244,808

その他 5,826 38,328

貸倒引当金 △26,990 △58,990

投資その他の資産合計 224,807 294,562

固定資産合計 822,070 693,899

資産合計 6,027,213 4,645,831

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

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 -

未払金 555,949 608,476

未払費用 230,928 218,248

未払法人税等 135,027 22,290

預り金 61,123 20,372

その他 112,749 140,088

流動負債合計 1,110,862 1,010,708

固定負債

退職給付に係る負債 11,658 14,052

固定負債合計 11,658 14,052

負債合計 1,122,520 1,024,760

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 △493,244

自己株式 △450 △450

株主資本合計 4,811,226 3,581,157

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 31,332 △2,190

その他の包括利益累計額合計 31,332 △2,190

新株予約権 62,133 42,104

純資産合計 4,904,692 3,621,071

負債純資産合計 6,027,213 4,645,831
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 12,997,762 12,193,385

売上原価 2,431,669 2,479,722

売上総利益 10,566,092 9,713,662

販売費及び一般管理費 9,926,892 10,525,752

営業利益又は営業損失（△） 639,200 △812,090

営業外収益

受取利息 1,612 954

補助金収入 - 5,824

出資分配金 13,119 10,099

その他 3,235 3,870

営業外収益合計 17,967 20,748

営業外費用

支払利息 408 109

外国源泉税 21,717 18,901

出資金償却 24,970 415

支払手数料 9,005 7,707

為替差損 954 57,193

貸倒引当金繰入額 5,494 31,331

その他 4,801 16,337

営業外費用合計 67,352 131,996

経常利益又は経常損失（△） 589,816 △923,337

特別利益

新株予約権戻入益 29,373 56,447

関係会社株式売却益 4,999 -

特別利益合計 34,373 56,447

特別損失

固定資産除却損 1,423 1,093

関係会社株式評価損 - 89,064

減損損失 2,341 187,835

特別損失合計 3,764 277,993

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
620,425 △1,144,883

法人税、住民税及び事業税 93,588 11,306

法人税等合計 93,588 11,306

当期純利益又は当期純損失（△） 526,837 △1,156,190

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
526,837 △1,156,190

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

- 6 -

サイバーステップ株式会社（3810）2021年５月期　決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 526,837 △1,156,190

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △7,000 △33,522

その他の包括利益合計 △7,000 △33,522

包括利益 519,836 △1,189,713

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 519,836 △1,189,713

非支配株主に係る包括利益 - -

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 新株式申込証拠金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,149,809 13,395 1,214,599 214,743 △419 3,592,127

当期変動額

親会社株主に帰属する当
期純利益

- - - 526,837 - 526,837

新株の発行（新株予約権
の行使）

352,844 △13,395 352,844 - - 692,293

自己株式の取得 - - - - △31 △31

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

- - - - - -

当期変動額合計 352,844 △13,395 352,844 526,837 △31 1,219,099

当期末残高 2,502,653 - 1,567,443 741,580 △450 4,811,226

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 38,332 38,332 132,449 3,762,910

当期変動額

親会社株主に帰属する当
期純利益

- - - 526,837

新株の発行（新株予約権
の行使）

- - - 692,293

自己株式の取得 - - - △31

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△7,000 △7,000 △70,316 △77,316

当期変動額合計 △7,000 △7,000 △70,316 1,141,782

当期末残高 31,332 31,332 62,133 4,904,692

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年６月１日　至　2020年５月31日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,502,653 1,567,443 741,580 △450 4,811,226

当期変動額

剰余金の配当 - - △78,633 - △78,633

親会社株主に帰属する当
期純損失（△）

- - △1,156,190 - △1,156,190

新株の発行（新株予約権
の行使）

2,377 2,377 - - 4,755

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

- - - - -

当期変動額合計 2,377 2,377 △1,234,824 - △1,230,068

当期末残高 2,505,031 1,569,821 △493,244 △450 3,581,157

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
為替換算調整勘定

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 31,332 31,332 62,133 4,904,692

当期変動額

剰余金の配当 - - - △78,633

親会社株主に帰属する当
期純損失（△）

- - - △1,156,190

新株の発行（新株予約権
の行使）

- - - 4,755

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△33,522 △33,522 △20,029 △53,552

当期変動額合計 △33,522 △33,522 △20,029 △1,283,621

当期末残高 △2,190 △2,190 42,104 3,621,071

当連結会計年度（自　2020年６月１日　至　2021年５月31日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
620,425 △1,144,883

減価償却費 266,586 198,375

出資金償却 24,970 415

減損損失 2,341 187,835

株式報酬費用 17,275 35,463

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,620 31,165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,956 805

受取利息 △1,612 △954

出資分配金 △13,119 △10,099

支払利息 408 109

為替差損益（△は益） △6,639 △31,060

関係会社株式売却損益（△は益） △4,999 -

固定資産除却損 1,423 1,093

関係会社株式評価損 - 89,064

新株予約権戻入益 △29,373 △56,447

売上債権の増減額（△は増加） △403,294 243,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △480,575 389,955

仕入債務の増減額（△は減少） △10 33

未払金の増減額（△は減少） △166,864 114,922

未払費用の増減額（△は減少） 68,563 △13,353

前受金の増減額（△は減少） 46,346 26,758

その他の資産の増減額（△は増加） 167,374 44,230

その他の負債の増減額（△は減少） 79,462 △24,496

その他 - △18,327

小計 200,264 64,555

利息及び配当金の受取額 1,612 954

利息の支払額 △408 △109

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,244 △181,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 198,224 △115,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △129,568 △248,623

投資有価証券の取得による支出 - △110,738

投資有価証券の売却による収入 - 108,127

無形固定資産の取得による支出 △168,473 △1,176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
- △966

非連結子会社株式の売却による収入 5,000 -

非連結子会社株式の取得による支出 - △105,489

出資金の払込による支出 △4,985 △26,060

出資金の分配による収入 10,983 10,099

貸付けによる支出 △8,000 △37,000

貸付金の回収による収入 2,000 -

敷金及び保証金の差入による支出 △9,543 △25,111

敷金及び保証金の回収による収入 100 -

その他 △16 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,503 △436,942

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年６月１日
　至　2020年５月31日)

当連結会計年度
(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △23,031 △13,886

配当金の支払額 - △77,747

新株予約権の発行による収入 - 3,053

ストックオプションの行使による収入 634,074 2,656

自己株式の取得による支出 △31 -

財務活動によるキャッシュ・フロー 611,012 △85,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,491 34,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 489,241 △603,800

現金及び現金同等物の期首残高 2,430,021 2,919,262

現金及び現金同等物の期末残高 2,919,262 2,315,461
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（５）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。

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症（以下、本感染症）の影響に関して、当社グループでは、厳重な対策を実施した上で事

業活動を継続しております。

　しかし、本感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また変異株の懸念があるなど今後の広がり

方や収束時期等を予想することは困難なことから、今後2022年５月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮

定のもと、会計上の見積りを行っております。その結果、当連結会計年度末における会計上の見積りに与える影響は

軽微であると判断しております。

（セグメント情報）

　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。

前連結会計年度
（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

１株当たり純資産額 615.84円 454.95円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△）
68.81円 △147.00円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 67.25円 －円

前連結会計年度
（自　2019年６月１日

至　2020年５月31日）

当連結会計年度
（自　2020年６月１日

至　2021年５月31日）

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株

主に帰属する当期純損失（△）（千円）
526,837 △1,156,190

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利

益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

（千円）

526,837 △1,156,190

期中平均株式数（株） 7,656,133 7,865,074

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 178,362 －

（うち新株予約権(株)） （178,362） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権１種類

新株予約権の数    3,600個

普通株式　　　  360,000株

－

（１株当たり情報）

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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