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皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

当社は「もっと、面白く」というビジョンの実現を目指し、自社運営のオリジナルIPを軸に、
モバイルオンラインゲームと、その周辺事業の拡大に取り組んでおります。

����年�月期 第�四半期は、運営中タイトルの成熟と、新規作品の研究開発費といった販管費の増加により、減収減益の着地となりました。

運営中タイトルにつきましては、さまざまなイベントを予定している�Q以降に向け、ユーザーの皆様にしっかりコンテンツを届けるための運営体制強化に努めて
まいります。また、パイプライン拡充のため、足元では人材採用にも力を入れ、成長のための地盤を固めてまいります。

株主の皆さまのご負託に応えられるよう、より一層努力を重ねる所存ですので、今後ともご指導・ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株主・投資家の皆様へ

����年�月��日
代表取締役社長 中島瑞木
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もっと、
面白く
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colyのものづくりの哲学

品質第一 ユーザー様目線の組織 IP戦略× ×
品質を最優先にした
丁寧なものづくり

品質を支えるための
熱量が高い体制

IPホルダーとしての
多角的な事業展開

私たちは女性向けエンタメ市場をリードする
IPクリエイター＆ディベロッパーです。

��      |     当社のビジョン

















����年�月期 第�四半期業績について

�Q売上高は�,���百万円、運営中作品の成熟により前年同期比で減収

研究開発費や採用教育費といった販管費の増加により、△��百万円の営業赤字に

前年同期比で減収減益となるも、�Q以降に向けた新施策のための人材採用等を行った

��      |      ����年�月期 第�四半期業績
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売上高  �,���百万円 前年同期比：△���百万円（△��.�%)

営業利益  △��百万円 前年同期比： △���百万円（-%）

モバイルオンラインゲーム ���百万円  前年同期比：△���百万円（△��.�%)

�月にメインストーリー第�部の配信を開始した『魔法使いの約束』がゲーム事業を牽引するも、運営中作品の成熟等
により、前年同期比△���百万円の減収に。

MD ���百万円 前年同期比：△��百万円（△��.�%）

�月にオープンした当社初となる常設店舗「coly more! 池袋PARCO店」が順調な滑り出しとなったほか、『魔法使いの
約束』 �周年オフラインイベントに伴うグッズ売上が引き続き好調となった。一方で、新型コロナウイルスによる中国で
のロックダウン等の影響を受け、新商品の製造遅延による減収が発生しており、前年同期比では△ ��百万円の減収。

売上の減収に加え、研究開発費や採用教育費といった販管費の大幅増加により減益着地。

����年�月期 第�四半期

業績サマリー

ゲーム売上高・ MD売上高ともに伸び
悩み減収となった。また、『&�』をはじ
めとした新規作品の研究開発費が大
幅に増加し、減益着地。











当社の
業績傾向について

当社の売上高は、各タイトルの周年
記念時期に開催されるイベントで
特に大きく計上される傾向にあり
ます。現在運営している作品のうち、
�作品の周年記念時期が�Q及び
�Q会計期間に属していることから、
��/�期につきましても、売上が下期
に偏重する傾向が予想されます。
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ゲーム売上高
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第�四半期の取り組み

����年�月�日、当社初の常設店舗となる「coly 
more! 池袋PARCO店」をオープン。

��      |      トピックス

当社初の常設店舗 「coly more! 池袋PARCO店」 オープン

「coly more!」での新商品や限定商品の発売

オープン時には店舗限定商品を発売しご好評いただいたほか、
今後も定期的に新商品や限定商品の発売など、店舗イベントの
充実を予定している。

「colyの作品を、もっとそばに」をコンセプトに、当社初の常設オフ
ィシャルストアを�月�日にオープン。感染症対策のため、混雑日
は事前申し込みの抽選入場制度をとっているが、オープン初日か
ら多くのお客様にご来店いただいている。
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第�四半期の取り組み

�月には株式会社カプコン様が展開する『逆転
裁判』シリーズとのゲーム内コラボイベントを実
施するなど、ユーザー様に楽しんでいただける
企画を展開。
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コラボイベント「逆転マイヒーローズ」では、 “法廷バトル”ゲーム『逆転裁判』シリーズのキャラクターとコラボしたイベント限
定ストーリーや限定ガチャを実施。イベント期間中のパズルクリア総数は�百万回を超えるなど、大きな反響をいただく。

株式会社カプコン様『逆転裁判』シリーズとのゲーム内コラボ

各種オフライン施策の実施

「スタンドマイヒーローズくじ �」を全国のローソン・HMVにて発売。おうち時間に役立つ景品ラインナップをご用意。



����年�月には舞台作品『ジュエルステージ「オン
エア！」』が上演されたほか、今後完全新規書き下
ろしのボイスドラマCDの発売も予定。

����年にリリースした『オンエア！』については
����年��月にサービスを終了。それ以降も熱
量の高いユーザー様からのお声に応え、����年
�月��日まで一部機能制限アプリを公開した。
現在もIP展開で作品の魅力をお届け。

ゲーム展開終了後も、グッズ・メディアミックス展開により引き続き積極的に事業展開予定。

『オンエア！』初の舞台化

��      |      トピックス
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第�四半期の取り組み

�月には�.�周年を記念したキャンペーンを、�
月には毎年好評いただく「ジューンブライド」イ
ベントを実施。他社様とのオフラインコラボ企
画も予定しており、引き続きアプリ内外の施策
を積極的に展開していく。

オフライン施策の積極実施

�.�周年記念キャンペーンの実施

全国のアニメイト店舗様にて「魔法使いの約束フェアinアニメイト」を実施するほか、
アニメイト池袋店様では期間限定で「�.�Anniversary ONLY SHOP」を開催予定。

��     |      トピックス

© ����   coly Inc. ��

キャンペーン期間中に最大��連のガチャが無料となる施策や、Twitterのハッシュ
タグを用いた連動企画など、キャンペーンを多数実施。

プロポーズの日（�月第�日曜日）に合わせ、毎年好評
をいただくジューンブライドイベントを実施。

ジューンブライドイベント
「花雨をシェリーと見上げて」の実施



�作目となる新作タイトル『&�』をリリース

リリースに合わせた積極的なプロモーション展開����年�月��日、当社�作目となるゲームアプリ
『&�』をリリース。リリース前後には記念キャンペ

ーンを実施するなど、オンライン・オフラインでの
各種プロモーションを展開。

��     |      トピックス
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第�四半期の取り組み

リリースに合わせ、ナンジャタウン様とのコラボ展示や、池袋駅でのオフライン広告といったプロモーションを積極的に展開。

「めくるめく謎と一生ものの恋」を体験できる、探偵＆恋愛
シミュレーションアプリ『&�』を�月��日にリリース。ゲーム
内にてリリース記念キャンペーンを多数実施。









当社の競合環境・
競争優位性

※各モバイルオンラインゲーム運営会社（上場企業）の有価証券報告書より、各社直近�事業年度の平均値を当社算出（����年�月時点）

拡大傾向にある女性向けコンテンツ市場
を軸に、当社独自の組織体制・事業構造に
より高い成長率・収益性を実現。高いヒット
率を誇る。

当社の強み 競合環境から見た当社の優位性

高い内製化率

ユーザー様目線を
持つ社員比率の高さ

ゲーム及びIP活用事業
両輪での成長

×

×

売上総利益率 ��.�％（競合他社平均��.�％）

開発・制作工程を内製化することでコストを抑制、社内でノウハウ
が蓄積することで、売上高の伸びに比例した利益成長を実現。

ユーザー様目線の開発による高いヒット率

女性社員比率が�割以上と高く、ユーザー層から当社に入社した
従業員も多数在籍。��/�期の累計においては自社開発の�作品を
黒字計上。

売上高比率 ゲーム�割：MD�割

自社IPを活用したMDの積極展開により、開発依存＝コスト負担
増という悪循環を防ぎつつ、売上高の成長角度を向上。

※
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アニメ放映期間
2018 2019

対前年同期間比月次平均 DAU    （�� 月～�� 月）

+28.5%
※�

※�

※�・消費ハート    半減キャンペーン
・SSR 確定ガチャチケット全員配布キャンペーン
・ゲーム内特別アイテムプレゼントキャンペーン

ゲームと
IP活用事業
両輪での成長

アニメ放映に連動したゲーム内イベントの開催

アニメ放映に連動したゲーム内イベントの開催

・アニメ版グッズ展開
・アニメ × レジャー施設コラボ ( カラオケ等 )
・アニメ × 他社様コラボ

アニメ放映記念 MD 展開

アニメ『スタンドマイヒーローズ』放映
※���� 年 �� 月 � 日～�� 月 �� 日

アニメ放映前後の DAU    推移 ( 前年同期間比較 )

様々な媒体でメディアミックスを
行い、多様なお客様にコンテンツ
をお届けすることで、IPとして永
く愛されることを目指す。

※�: スタンドマイヒーローズ内のパズルゲームをプレイするために必要となるゲーム内スタミナ
※�: Daily Active Users の略、� 日に � 回以上ログインしたユーザーの人数
※�: � 日に � 回以上ログインしたユーザー数の月次平均値

��      |      市場環境及び当社の優位性





今後の成長戦略

作品お届けエリアの拡大新規作品の拡充

➀ 自社作品の創出

➁ 他社様との協業

➅ アジア

➆ 欧米

作品の展開先の多様化

➂ 続編展開

➃ MD展開

➄ メディアミックス

高品質な作品の継続的な制作に加え、
�作品当たりの展開の多様化と、
他社様との協業等により更なる広がりを目指す。

© ����   coly Inc. ��
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時間軸

従来 現在

時間軸

作品A

作品B

作品A

作品B

作品C

従来は、リソースの問題等で２つの作品を同時期に制作することは難しかったが、
現在では人材の採用とノウハウの蓄積により、複数タイトルを並行して開発することが可能となっている。

➀自社作品の創出

© ����   coly Inc. ��

新規作品の開発体制 運営中の作品開発で得たノウハウと、強固な組織をもとに、
同時に複数の作品を妥協することなく丁寧に制作する。

��      |     今後の成長戦略
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615

833

1,089

1,203

社内連携を駆使した
自社 MD 展開

アプリ以外のIP展開においても作品の世界
観を高いクオリティで楽しんでいただくため、
グッズ企画・制作・販売等を自社展開。総合エ
ンターテイメント企業として、今後もゲームに
とどまらない多面的な展開を目指す。

自社展開のメリット MD売上高の推移

・自社企画による高クオリティな制作

・ゲーム内施策との連動

・自社ECサイト、自社運営店舗による販売コスト削減

・高い利益率の実現

➃ MD展開

© ����   coly Inc. ��

�月には、初の常設店舗「coly more!」を池袋PARCOにオ
ープンした。

��      |     今後の成長戦略



メディアミックス事例

IPを軸に、舞台やアニメといったエンタメ
コンテンツから、宿泊施設とのコラボ等幅
広い媒体に展開。

例：松竹株式会社様
アニメ

『スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH』
TOKYO MXにて放送

例：株式会社一迅社様
『魔法使いの約束』コミック・アンソロジー

例:舞台まほやく製作委員会
舞台『魔法使いの約束』

例：池袋サンシャインシティプリンスホテル様 例：株式会社ドワンゴ様
各キャラクターの声優様にご出演いただく生放送番組

�.�次元舞台 宿泊施設とのコラボ

アニメ 漫画

ニコニコ生放送及びYouTube

例：株式会社よみうりランド様
『スタンドマイヒーローズ×よみうりランド』
コラボ企画

テーマパーク

➃ MD展開

© ����   coly Inc. ��

➄ メディアミックス

��     |     今後の成長戦略







海外展開時のスキーム

海外展開においては、現地のゲーム会社などパートナー
企業様と協業するなど、適切なローカライズを行い作品
を展開することを検討。

検討を進めているスキームの一例

coly
現
地
ゲ
ー
ム
関
連
企
業
様

現
地
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

ユ
ー
ザ
ー
様

コンテンツの提供

コンテンツの提供

支払い

支払い

コンテンツの提供

支払い

版権使用許諾、商品提供、
ローカライズのチェック等

ライセンスフィーの支払

➅ アジア

© ����   coly Inc. ��

➆ 欧米

��      |     今後の成長戦略
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����年�月期
IPOによる
調達資金使途及び
主な積極投資計画

広告宣伝費

���～�,���百万円程度

研究開発費

���～�,���百万円程度
複数の新規作品開発のため、前期比で大幅に増加予定

人材採用

開発の進捗状況にもよるため採用人数は現時点では予測が難しいものの、積極採用を行っていく

主に既存作品の新規ユーザー様獲得を目的として、Web広告を中心に投下予定

ゲーム運営費用

�,���～�,���百万円程度
リリース済タイトルの運営に係る外注費、労務費等

IPO調達資金�,���百万円のうち、
�,���百万円を��/�期で消化。残り
の�,���百万円に手元資金を加え
た金額を、右のような重点施策に
投資する。





役員紹介

中島 瑞木 代表取締役社長

秋山 裕俊 取締役（社外）

慶應義塾大学経済学部卒業後、経営コンサ
ルティングファームに入社。戦略コンサルタン
ト兼データサイエンティストとして中期経営計
画策定、新規事業開発等に従事。����年より
当社社外取締役。

早川 治彦 常勤監査役（社外）

和歌山大学経済学部卒業。兼松株式会社を
経て、中堅商社にて上席執行役員として経営
企画部門を管掌。����年より当社常勤監査
役就任。

中川 直政 監査役（社外）

日比谷パーク法律事務所パートナー。東京大
学法学部卒業後、����年に弁護士登録、
����年にニューヨーク州弁護士登録。ガバナ
ンス、M&A、エンタメを中心に企業法務全般
を取り扱う。����年より当社社外監査役。

須黒 統貴 監査役（社外）

早稲田大学教育学部を卒業後、新日本監査
法人（現EY新日本有限責任監査法人）に入所。
����年に独立後、決算・税務・内部統制・IPO
等の支援業務等を展開。����年より当社社
外監査役。

中島 杏奈 代表取締役副社長 佐々木 大地 取締役執行役員

東京大学教養学部卒業後、外資系証券
会社に入社。����年�月に共同創業者
である中島 杏奈（代表取締役副社長）と
共にcolyを創業し、主にビジョン戦略お
よび組織戦略を統括。

早稲田大学教育学部卒業後、産業経済
新聞社に入社。����年�月にcolyを創
業し、主にマーケティング戦略およびコ
ンテンツ戦略全般を統括。

東京大学教養学部を卒業、同大学院を
中退し、����年創業時よりcolyに参画。
����年よりゲーム事業全体を統括。

© ����   coly Inc. ��

��     |      Appendix





© ����   coly Inc. ��

コスト構造について モバイルゲームにおけるコスト(原価）構造イメージ

・ モバイルゲームにおける変動費は原則と
して配信プラットフォーム手数料（売上に
対し��％）のみ。

・リリース前の開発中作品の開発費用に関
してはソフトウェア仮勘定等の資産計上を
行わず、研究開発費として計上するため、
それらに係る減価償却費及び回収可能性
が見込めなかった場合の減損処理による
特別損失は発生しない。

売上高 プラットフォーム支払手数料
（変動費）

その他原価
（固定費     ）

売上総利益

50

20

30100

× 30% =

※1

※2

※�：売上高を���とした場合
※�：労務費、外注費等
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将来見通しに関する注意事項

本発表において提供される資料ならびに情報の「見通し情報」を含んでおります。これらの当該資料を作成した時点における見込み及びリスクを伴う
想定に基づくものであり、 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

上記のリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通過為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。ま
た、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、一般に公開されている情報等から引用しており、かかる情報の正確性、適切性等について当社はこれ
を保証するものではありません。

問い合わせ窓口:  管理本部

mail：ir@coly.info
IR情報：https://colyinc.com/ir/
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