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(百万円未満切捨て)

１．2022年12月期第２四半期の業績（2022年１月１日～2022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 ％

2022年12月期第２四半期 6,382 5.0 493 △48.4 505 △44.3 404 △47.4

2021年12月期第２四半期 6,077 149.7 955 ― 907 ― 769 ―
　

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

2022年12月期第２四半期 10.13 10.12

2021年12月期第２四半期 19.39 19.30
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 7,607 6,538 85.9

2021年12月期 7,204 6,234 86.5

(参考) 自己資本 2022年12月期第２四半期 6,538百万円 2021年12月期 6,234百万円
　　　

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

2021年12月期 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50

2022年12月期 0.00 0.00

2022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
　　

2022年12月期の配当予想額は未定であるため、記載しておりません。
　

３．2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～2022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 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

第３四半期(累計) 9,291 1.1 18 △98.6 30 △97.5 18 △98.2 0.45
(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 ： 有

　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
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ.４「１．四半期財務諸表及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（会計方
針の変更）」をご覧ください。

　

（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) 2022年12月期２Ｑ 40,033,700株 2021年12月期 39,913,600株

② 期末自己株式数 2022年12月期２Ｑ 0株 2021年12月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期２Ｑ 39,952,136株 2021年12月期２Ｑ 39,654,697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
(2021年12月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,493,098 5,663,442

売掛金及び契約資産 1,075,677 1,018,999

仕掛品 18,319 91,357

貯蔵品 241 224

その他 184,707 306,133

貸倒引当金 △29 △23

流動資産合計 6,772,015 7,080,134

固定資産

有形固定資産 46,434 54,911

無形固定資産 515 763

投資その他の資産

繰延税金資産 216,272 209,298

敷金及び保証金 169,376 207,780

その他 ― 55,000

投資その他の資産合計 385,648 472,079

固定資産合計 432,598 527,754

資産合計 7,204,613 7,607,888

負債の部

流動負債

買掛金 172,431 255,801

未払金 324,576 203,792

未払法人税等 67,549 118,880

未払消費税等 67,216 65,491

賞与引当金 ― 75,820

その他 302,926 323,922

流動負債合計 934,701 1,043,709

固定負債

長期未払金 35,265 25,423

固定負債合計 35,265 25,423

負債合計 969,966 1,069,132

純資産の部

株主資本

資本金 2,537,178 2,556,676

資本剰余金 2,527,178 2,546,676

利益剰余金 1,170,290 1,435,402

株主資本合計 6,234,646 6,538,755

純資産合計 6,234,646 6,538,755

負債純資産合計 7,204,613 7,607,888
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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 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 6,077,363 6,382,380

売上原価 2,271,268 2,800,703

売上総利益 3,806,095 3,581,676

販売費及び一般管理費 2,850,765 3,088,573

営業利益 955,330 493,103

営業外収益

受取利息 86 109

為替差益 ― 10,006

受取手数料 116 163

補助金収入 148 1,540

その他 42 630

営業外収益合計 393 12,450

営業外費用

為替差損 3,449 ―

株式交付費 185 188

賃貸借契約解約損 44,217 ―

その他 533 0

営業外費用合計 48,385 189

経常利益 907,337 505,364

税引前四半期純利益 907,337 505,364

法人税、住民税及び事業税 96,388 93,580

法人税等調整額 41,685 6,974

法人税等合計 138,073 100,554

四半期純利益 769,263 404,809
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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）

　 該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　 （収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

主な変更点は、以下のとおりです。

（オンラインゲーム配信に係る収益認識）

従来、ゲーム内の有償通貨をユーザーが消費し、アイテムに交換した時に収益を認識しておりましたが、有償通

貨を消費して入手したアイテムの利用期間を見積り、当該見積り利用期間に応じて収益を認識することといたしま

した。

（オンラインゲーム制作・運営受託に係る収益認識）

受注契約に関して、従来は、プロジェクトの進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基

準を、その他の契約については工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務に

ついては、期間がごく短いものを除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の

期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務については、履行義務を充足した時点で収益を認識することと

いたしました。なお、履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した開発原価が、

予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、第１四半期会計期間の期首の利益剰余金に与える影響はありません。

また、収益認識会計基準の適用による当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛

金」は、第１四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期財務諸表に与える影響はありません

（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。

　


