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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の業績（2021年１月１日～2021年６月30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12月期第２四半期 6,077 149.7 955 ― 907 ― 769 ―

2020年12月期第２四半期 2,434 △17.8 △181 ― △188 ― △197 ―

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12月期第２四半期 19.39 19.30

2020年12月期第２四半期 △5.37 ―
　

(注) 2020年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株
当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
　

（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12月期第２四半期 6,541 5,805 88.8

2020年12月期 6,712 4,988 74.3

(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 5,805百万円 2020年12月期 4,988百万円
　

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12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2021年12月期 0.00 0.00

2021年12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12月期の業績予想（2021年１月１日～2021年９月30日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第３四半期(累計) 8,982 9.6 1,157 △7.9 1,109 △10.6 950 △10.4 23.9
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

(注)当社は、スマートフォンを中心としたオンラインゲーム事業を展開しており、短期的な変化が激しいことなどから、
業績の見通しにつきましては適正かつ合理的な数値の算出が困難であるため、四半期ごとの決算短信発表時に翌四半期
の業績見通しを公表させていただきます。

　　



※ 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12月期２Ｑ 39,738,600株 2020年12月期 39,573,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 0株 2020年12月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 39,654,697株 2020年12月期２Ｑ 36,831,158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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１．四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12月31日)

当第２四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,493,675 4,895,792

売掛金 1,216,838 870,470

仕掛品 68,513 43,022

コンテンツ 60,974 5,595

貯蔵品 244 222

その他 245,507 245,422

貸倒引当金 △32 △17

流動資産合計 6,085,721 6,060,508

固定資産

有形固定資産 4,676 44,971

投資その他の資産

繰延税金資産 309,319 267,634

敷金及び保証金 309,659 165,167

その他 2,994 2,994

投資その他の資産合計 621,973 435,795

固定資産合計 626,650 480,766

資産合計 6,712,372 6,541,275

負債の部

流動負債

買掛金 121,195 169,590

未払金 566,274 135,799

未払法人税等 320,815 124,477

未払消費税等 308,499 79,069

賞与引当金 ― 21,964

その他 294,063 158,909

流動負債合計 1,610,847 689,809

固定負債

長期未払金 112,849 45,845

固定負債合計 112,849 45,845

負債合計 1,723,697 735,654

純資産の部

株主資本

資本金 4,282,242 2,523,178

資本剰余金 4,272,242 2,513,178

利益剰余金 △3,565,811 769,263

株主資本合計 4,988,674 5,805,620

純資産合計 4,988,674 5,805,620

負債純資産合計 6,712,372 6,541,275
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 2,434,046 6,077,363

売上原価 909,961 2,271,268

売上総利益 1,524,084 3,806,095

販売費及び一般管理費 1,705,365 2,850,765

営業利益又は営業損失（△） △181,281 955,330

営業外収益

受取利息 124 86

受取手数料 785 116

補助金収入 ― 148

備品売却収入 1,617 ―

その他 273 42

営業外収益合計 2,801 393

営業外費用

支払利息 1,118 ―

為替差損 5,399 3,449

株式交付費 3,359 185

賃貸借契約解約損 ― 44,217

その他 ― 533

営業外費用合計 9,878 48,385

経常利益又は経常損失（△） △188,358 907,337

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △188,358 907,337

法人税、住民税及び事業税 9,530 96,388

法人税等調整額 ― 41,685

法人税等合計 9,530 138,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） △197,888 769,263
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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）

　当社は、2021年３月30日開催の第10期定時株主総会において、財務体質の健全化と今後の資本政策上の柔軟性お

よび機動性の確保を目的とした「資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件」を決議し、2021

年３月31日付でその効力が発生しております。

　また、2021年５月12日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、資本金及び資本準備金

がそれぞれ17,201千円増加しております。

　これらの結果、当第２四半期会計期間末において、資本金が2,523,178千円、資本剰余金が2,513,178千円となっ

ております。

（セグメント情報等）

当社は、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。

　


