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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021年9月30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12月期第3四半期 6,164 79.0 273 ― 283 ― 177 ―

2020年12月期第3四半期 3,443 ― △197 ― △195 ― △180 ―

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　177百万円 （―％） 2020年12月期第3四半期　　△180百万円 （―％）

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12月期第3四半期 103.76 102.58

2020年12月期第3四半期 △104.99 ―

(注)当社は2020年12月期第１四半期より連結業績を開示しているため、2020年12月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(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12月期第3四半期 4,277 2,059 48.1

2020年12月期 3,615 1,881 52.0

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 2,059百万円 2020年12月期 1,881百万円

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 0.00

2021年12月期（予想） ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注)2021年12月期の配当につきましては、現時点では未定としております。

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 7,800 56.0 △100 ― △90 ― △125 ― △73.15

（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

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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期3Q 1,868,839 株 2020年12月期 1,868,839 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 157,243 株 2020年12月期 157,400 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 1,711,442 株 2020年12月期3Q 1,723,445 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。

　 当社は、2021年11月8日に決算補足説明資料を当社ホームページに掲載する予定です。
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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我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2021年４

月に３度目の緊急事態宣言が、７月から４度目の緊急事態宣言が発令されて９月末で期限を迎えておりますが、依

然として不透明な状況が続いております。

　当社は、2021年度12月期においては中長期を見据えて将来の事業の中核となる事業を育てるため、引き続きECメデ

ィア領域における安定した収益をもとに、プログラミング教育、美容医療領域への投資をすすめています。

　新型コロナウイルス感染症に伴うリアルな人の移動と施設利用の制限により、影響が出ている事業もありますが、

プログラミング教育事業や美容医療事業に関してはDXの加速が続いており、新たな事業機会も生まれております。

また、広告需要に支えられて広告単価が好調であり、各事業において広告媒体の収益が順調に推移しました。さら

に、ゲーム事業においては、ユーザー数が伸びて課金収益と広告収益の両方が好調に推移しました。

当社では、収益基盤を強化するために、戦略的に投資を進める方針は変わらないものの、投資のタイミング及び

内容については、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しながら、慎重かつ積極的に進めていく予定になりま

す。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績につきましては、売上高は6,164百万円（前年同期比

79.0％増）、営業利益は273百万円(前年同期は197百万円の営業損失)、経常利益は283百万円(前年同期は195百万円

の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は177百万円(前年同期は180百万円の純損失)、となりました。

セグメント別の業績については、以下の通りになります。

① メディア事業

　旅行や飲食などの特定領域においては新型コロナウイルス感染症の影響が続いているものの、全般的には広告単

価が順調に推移し、ゲーム事業も好調であったため、当第３四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は

4,506百万円(前年同期比72.0％増)、営業利益は132百万円（前年同期は193百万円の営業損失）となりました。

② その他メディア支援事業

　広告単価が順調に推移したため、当第３四半期連結累計期間におけるその他メディア支援事業の売上高は1,657百

万円(前年同期比101.4％増)、営業利益は140百万円（前年同期は４百万円の営業損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,277百万円(前連結会計年度末比661百万円増)となりました。こ

れは主に、現金及び預金が123百万円、関係会社預け金が350百万円、売掛金が213百万円増加した一方で、投資有価

証券が60百万円減少したことによるものであります。

　負債は2,218百万円(前連結会計年度末比484百万円増)となりました。これは主に、買掛金が257百万円、未払金が

116百万円、未払法人税等が88百万円増加したことによるものであります。

　純資産は2,059百万円(前連結会計年度末比177百万円増)となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純

利益177百万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

当社は、外部の情報源に基づく情報等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が当期において一定程度継続

しつつも緩やかに回復していくと仮定しており、現時点でその影響は軽微と判断し、直近（2021年10月18日）に公

表しました業績予想を変更しておりません。
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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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 897,153 1,020,965

関係会社預け金 1,300,000 1,650,000

売掛金 797,373 1,010,622

商品 29,287 19,693

貯蔵品 11,810 15,399

その他 160,342 180,188

貸倒引当金 △1,310 △1,025

流動資産合計 3,194,657 3,895,843

固定資産

有形固定資産 37,230 37,396

無形固定資産

のれん 3,091 12,025

その他 40,937 40,846

無形固定資産合計 44,029 52,871

投資その他の資産 339,939 291,610

固定資産合計 421,199 381,878

資産合計 3,615,856 4,277,722

負債の部

流動負債

買掛金 436,208 693,399

未払金 512,589 629,014

未払法人税等 18,495 106,551

ポイント引当金 627,643 651,236

その他 114,745 113,391

流動負債合計 1,709,683 2,193,593

固定負債

資産除去債務 13,271 13,402

その他 11,294 11,339

固定負債合計 24,566 24,742

負債合計 1,734,249 2,218,336
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 761,977 761,977

資本剰余金 842,127 842,288

利益剰余金 371,498 549,083

自己株式 △93,997 △93,963

株主資本合計 1,881,606 2,059,385

純資産合計 1,881,606 2,059,385

負債純資産合計 3,615,856 4,277,722
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 3,443,417 6,164,765

売上原価 2,631,790 4,597,625

売上総利益 811,626 1,567,139

販売費及び一般管理費 1,009,082 1,293,927

営業利益又は営業損失（△） △197,455 273,212

営業外収益

受取利息 838 878

受取配当金 - 8,117

暗号資産評価益 - 548

助成金収入 1,271 58

雑収入 742 1,457

営業外収益合計 2,853 11,060

営業外費用

支払利息 675 401

支払手数料 397 -

その他 18 -

営業外費用合計 1,091 401

経常利益又は経常損失（△） △195,694 283,871

特別利益

事業譲渡益 - 500

特別利益合計 - 500

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（△）

△195,694 284,371

法人税、住民税及び事業税 2,586 112,332

法人税等調整額 △17,326 △5,546

法人税等合計 △14,739 106,786

四半期純利益又は四半期純損失（△） △180,954 177,584

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（△）

△180,954 177,584
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △180,954 177,584

四半期包括利益 △180,954 177,584

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △180,954 177,584
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

メディア事業 その他メディア支援事業 計

売上高

外部顧客への売上高 2,620,382 823,035 3,443,417

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 2,620,382 823,035 3,443,417

セグメント損失（△） △193,405 △4,050 △197,455

(注) １．セグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

２．セグメント損失には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

メディア事業 その他メディア支援事業 計

売上高

外部顧客への売上高 4,506,972 1,657,792 6,164,765

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―

計 4,506,972 1,657,792 6,164,765

セグメント利益 132,567 140,644 273,212

(注) １．セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．セグメント利益には適当な配分基準によって、各報告セグメントに配分された全社費用を含んでおります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについ

て）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありませ

ん。

　


