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(百万円未満切捨て)
１．2022年１月期の業績（2021年２月１日～2022年１月31日）
（１）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 ％

2022年１月期 6,519 3.0 1,498 △27.7 1,466 △29.2 964 △31.4

2021年１月期 6,331 88.5 2,071 653.9 2,071 656.9 1,404 622.3
　

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 ％ ％ ％

2022年１月期 177.89 － 21.3 26.0 23.0

2021年１月期 312.19 － 97.4 89.7 32.7
(参考) 持分法投資損益 2022年１月期 －百万円 2021年１月期 －百万円
　

(注) １．当社は、2020年９月３日付で当社普通株式１株につき30,000株、2020年12月16日付で当社普通株式１株
につき1.5株の割合で株式分割を行っております。2021年１月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
し、１株当たり当期純利益を算定しております。

　 ２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しない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 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2022年１月期 7,760 6,918 89.2 1,276.63
2021年１月期 3,522 2,144 60.9 476.47

(参考) 自己資本 2022年１月期 6,918百万円 2021年１月期 2,144百万円
　

(注) 当社は、2020年９月３日付で当社普通株式１株につき30,000株、2020年12月16日付で当社普通株式１株につき
1.5株の割合で株式分割を行っております。2021年１月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当
たり純資産を算定しております。

（３）キャッシュ・フローの状況

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

2022年１月期 565 △33 3,787 6,899

2021年１月期 2,135 △2 △6 2,580

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ％ ％

2021年１月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年１月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2023年１月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －
　

　　



３．2023年１月期の業績予想（2022年２月１日～2023年１月31日）
2023年１月期の連結業績予想については、非開示といたします。詳細は、添付資料３ページ「１．経営成績等の概

況（４）今後の見通し」をご覧ください。

※ 注記事項
（１）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
　

（２）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) 2022年１月期 5,502,900 株 2021年１月期 4,500,000 株

② 期末自己株式数 2022年１月期 35 株 2021年１月期 － 株

③ 期中平均株式数 2022年１月期 5,419,511 株 2021年１月期 4,500,000 株
　

(注) 当社は、2020年９月３日付で当社普通株式１株につき30,000株、2020年12月16日付で当社普通株式１株につき
　 1.5株の割合で株式分割を行っております。2021年１月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、期中平
　 均株式を算出しております。

　　

※ 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)
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素

等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載の見通しとは異なる可能性がございます。なお、上記業績予
想に関する事項は、添付書類３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

(決算補足説明資料の入手方法)
当社は、2022年３月24日(木)に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。当日使用する決算補

足説明資料については、2022年３月17日(木)に当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの接種が浸透し、2021年９月末

には緊急事態宣言が解消されるなど経済活動の改善に向けた動きがみられました。その一方で変異株の脅威など感

染再拡大のリスクは解消されず、未だ先行きが不透明な状況が続くと見込まれます。

当社が主に事業を展開する国内モバイルオンラインゲーム市場においては、2012年より市場が拡大し、2014年以

降はメーカー売上金額ベースで緩やかに成長しております。2021年には前年比104.2％の１兆3,720億円、2022年に

は前年比102.0％の１兆3,990億円まで拡大が見込まれ（注）、今後も底堅く推移するとみております。

このような経営環境のもと、当社では新型コロナウイルス感染症の蔓延による緊急事態宣言の再発令に起因し、

MD（マーチャンダイジング）の対面販売イベントの一部延期や規模縮小があったものの、通信販売を用いて対面販

売イベントのオンライン化を行うなどの対策を迅速に講じました。またモバイルオンラインゲームに関しては、既

存タイトルの安定的な運用に注力するとともに、新規タイトル開発を複数同時に進行できる体制を構築するため人

員の拡充に取り組んでまいりました。既存のモバイルオンラインゲームにおいて、2019年にリリースした「魔法使

いの約束」が２周年を迎える当事業年度においても前期比で伸長したことや、それに伴いMD売上が増加したことに

より売上高は前期比3.0％の増収となりました。一方で、新規タイトルの開発に注力したことで研究開発費が増加

し、営業利益ベースでは前期比27.7％の減益となりました。

その結果、当事業年度の業績につきましては、売上高6,519,896千円（前期比3.0％増）、営業利益1,498,599千円

（前期比27.7％減）、経常利益1,466,101千円（前期比29.2％減）、当期純利益は964,093千円（前期比31.4％減）

となりました。

なお、当社はコンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報は記載しておりません。

（注）出典：「ファミ通ゲーム白書2021」（株式会社角川アスキー総合研究所）、国内オンラインプラットフォーム

ゲームコンテンツ市場規模推移「ゲームアプリ（スマートデバイス＋SNS）」

（２）当期の財政状態の概況

（資産の部）

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて4,237,385千円増加し、7,760,225千円となりました。

これは主に現金及び預金4,319,019千円の増加によるものです。

（負債の部）

当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べて537,194千円減少し、841,508千円となりました。これは

主に未払法人税等530,751千円、未払消費税等239,169千円の減少によるものです。

（純資産の部）

当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べて4,774,579千円増加し、6,918,716千円となりました。

これは利益剰余金が964,093千円、公募増資及び第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ

1,905,309千円増加したことによるものです。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は6,899,241千円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、565,655千円となりました。これは主に、法人税等の支払額1,024,984千円や

未払消費税等の減少239,169千円などの支出があったものの、税引前当期純利益1,466,101千円などの収入があっ

たことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は、33,719千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9,430

千円、敷金の拠出による支出18,489千円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は、3,787,082千円となりました。これは主に、2021年２月に東証マザーズに上場

したことに伴う株式の発行による収入3,793,215千円があったことによるものです。

（４）今後の見通し

当社は、これまで「もっと、面白く」を企業理念に掲げ、モバイルオンラインゲームの企画・開発及び運営を軸

に自社IPを利用した事業展開に取り組んでまいりました。新型コロナウイルス感染症については、変異株の脅威な

ど感染再拡大のリスクは解消されず、事業環境の今後の先行きは不透明な状況が続いておりますが、当社ではMDの

対面販売イベントの中止や縮小が見込まれる場合には、通信販売を用いたオンライン化などの対策を講じる予定で

す。また、当社では在宅勤務を原則とする体制を継続しており、今後も事業運営上特段の影響は生じないものと見

込んでおります。

国内ゲーム市場の拡大は2022年以降も引き続き継続することが想定され、当社においては新規タイトル開発への

大規模な投資の実施、及び既存タイトルの安定運営に取り組んでまいります。

さらに、今後は自社IPだけでなく、他社IPの利用や、シナジーの高い企業との業務提携・M&A、新業態への挑戦を

検討し、企業規模の拡大を目指してまいります。

当社はこれまで業績予想の開示を行ってまいりましたが、新規タイトルのヒット度合や既存タイトルの状況によ

り業績が大きく変動すること、また今後の事業展開に関する不確実性が高いことから将来の業績を合理的に算出す

ることは困難と判断いたしました。以上のことから、2023年１月期の業績予想につきましては非開示といたしま

す。なお、今後の進捗を踏まえ、算定が可能になった場合は速やかに開示する方針です。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は日本基準を採用することとしておりますが、将来的な国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情

勢を考慮の上、適切に対応していく方針です。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年１月31日)

当事業年度
(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,580,222 6,899,241

売掛金 600,471 430,433

商品 62,966 64,767

貯蔵品 10 33

前渡金 2,457 12,523

前払費用 26,648 53,217

その他 9,198 91,186

流動資産合計 3,281,976 7,551,403

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 10,014 14,081

工具、器具及び備品（純額） 1,988 4,187

有形固定資産合計 12,003 18,269

無形固定資産

ソフトウエア 2,938 7,530

無形固定資産合計 2,938 7,530

投資その他の資産

繰延税金資産 90,859 30,093

敷金 135,062 152,828

その他 － 100

投資その他の資産合計 225,921 183,021

固定資産合計 240,863 208,821

資産合計 3,522,839 7,760,225
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年１月31日)

当事業年度
(2022年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 38,975 38,734

１年内返済予定の長期借入金 6,000 3,000

未払金 99,958 76,799

未払費用 97,466 127,446

未払法人税等 669,951 139,199

未払消費税等 270,636 31,466

前受金 156,725 387,087

預り金 25,573 20,521

賞与引当金 10,415 13,254

その他 － 4,000

流動負債合計 1,375,703 841,508

固定負債

長期借入金 3,000 －

固定負債合計 3,000 －

負債合計 1,378,703 841,508

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 1,910,309

資本剰余金

資本準備金 － 1,905,309

資本剰余金合計 － 1,905,309

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,139,136 3,103,230

利益剰余金合計 2,139,136 3,103,230

自己株式 － △133

株主資本合計 2,144,136 6,918,716

純資産合計 2,144,136 6,918,716

負債純資産合計 3,522,839 7,760,225
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年２月１日
　至 2021年１月31日)

当事業年度
(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

売上高 6,331,634 6,519,896

売上原価 3,068,374 3,213,236

売上総利益 3,263,259 3,306,659

販売費及び一般管理費 1,191,463 1,808,060

営業利益 2,071,796 1,498,599

営業外収益

受取利息 6 41

受取配当金 2 2

助成金収入 689 －

その他 420 422

営業外収益合計 1,117 465

営業外費用

支払利息 254 131

為替差損 1,605 1,572

上場関連費用 － 13,737

株式交付費 － 17,403

その他 0 118

営業外費用合計 1,859 32,963

経常利益 2,071,054 1,466,101

税引前当期純利益 2,071,054 1,466,101

法人税、住民税及び事業税 710,547 441,241

法人税等調整額 △44,363 60,765

法人税等合計 666,183 502,007

当期純利益 1,404,870 964,093
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2020年２月１日 至 2021年１月31日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 5,000 734,266 734,266 739,266 739,266

当期変動額

当期純利益 － 1,404,870 1,404,870 1,404,870 1,404,870

当期変動額合計 － 1,404,870 1,404,870 1,404,870 1,404,870

当期末残高 5,000 2,139,136 2,139,136 2,144,136 2,144,136

　当事業年度(自 2021年２月１日 至 2022年１月31日)

(単位：千円)

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合計

その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 5,000 － － 2,139,136 2,139,136 － 2,144,136 2,144,136

当期変動額

新株の発行 1,905,309 1,905,309 1,905,309 3,810,618 3,810,618

当期純利益 964,093 964,093 964,093 964,093

自己株式の取得 △133 △133 △133

当期変動額合計 1,905,309 1,905,309 1,905,309 964,093 964,093 △133 4,774,579 4,774,579

当期末残高 1,910,309 1,905,309 1,905,309 3,103,230 3,103,230 △133 6,918,716 6,918,716
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年２月１日
　至 2021年１月31日)

当事業年度
(自 2021年２月１日
　至 2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,071,054 1,466,101

減価償却費 3,603 4,776

敷金償却費 722 722

受取利息及び受取配当金 △8 △43

支払利息 254 131

株式交付費 － 17,403

売上債権の増減額（△は増加） △280,184 170,038

商品の増減額（△は増加） 10,545 △1,801

前払費用の増減額（△は増加） △8,590 △26,569

仕入債務の増減額（△は減少） △3,344 △241

未払金の増減額（△は減少） 45,984 △23,662

未払費用の増減額（△は減少） 19,089 29,979

前受金の増減額（△は減少） 70,358 230,361

未払消費税等の増減額（△は減少） 223,012 △239,169

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,754 2,838

その他の資産の増減額（△は増加） 17,307 △85,442

その他の負債の増減額（△は減少） 9,995 45,305

小計 2,181,555 1,590,727

利息及び配当金の受取額 8 43

利息の支払額 △248 △131

法人税等の支払額 △46,298 △1,024,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,135,016 565,655

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 △2,375 △9,430

無形固定資産の取得による支出 － △5,700

敷金の拠出による支出 － △18,489

その他 － △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,375 △33,719

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 △6,000 △6,000

株式の発行による収入 － 3,793,215

自己株式の取得による支出 － △133

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,000 3,787,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,126,640 4,319,019

現金及び現金同等物の期首残高 453,581 2,580,222

現金及び現金同等物の期末残高 2,580,222 6,899,241
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（５）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)

当該事項はありません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症については、経済や企業活動に広範囲の影響を与えており、今後の拡がり方や収

束時期等を正確に予想することは困難な状態にあります。

当社では、現時点で入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が今後も一定期間

継続するものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の見積りを行っておりますが、財務諸表に与える影響は

軽微であります。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については不確定要素が多く、今後の事業環境の変化により、

当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社は、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。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)

当事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)

１株当たり純資産額 476.47円 1,276.63円

１株当たり当期純利益 312.19円 177.89円

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２. 当社は、2020年９月３日付で当社普通株式１株につき30,000株、2020年12月16日付で当社普通株式１株につき

1.5株の割合で株式分割を行っております。2021年１月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。

３. 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。

前事業年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)

当事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 1,404,870 964,093

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に帰属する当期純利益(千円) 1,404,870 964,093

普通株式の期中平均株式数(株) 4,500,000 5,419,511

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


