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(百万円未満切捨て)
１．2021年12月期の業績（2021年１月１日～2021年12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 ％

2021年12月期 12,054 1.3 1,490 △11.0 1,443 △12.7 1,170 △30.9

2020年12月期 11,903 110.9 1,673 ― 1,653 ― 1,693 ―
　

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 ％ ％ ％

2021年12月期 29.46 29.34 20.9 20.7 12.4

2020年12月期 44.36 43.93 55.6 36.9 14.1
(参考) 持分法投資損益 2021年12月期 ―百万円 2020年12月期 ―百万円
　

　

（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

2021年12月期 7,204 6,234 86.5 156.20

2020年12月期 6,712 4,988 74.3 126.06
(参考) 自己資本 2021年12月期 6,234百万円 2020年12月期 4,988百万円
　　

（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

2021年12月期 746 225 41 5,493

2020年12月期 1,787 38 1,805 4,493
　

　　

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 ％ ％

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 3.50 3.50 139 11.9 2.5

2022年12月期(予想) ― ― ― ― ― ―
　

　　

３．2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）
　

(％表示は、対前年同四半期増減率)

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１四半期 3,124 △11.7 279 △50.5 279 △46.2 245 △43.7 6.15
　

(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）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) 2021年12月期 39,913,600 株 2020年12月期 39,573,100 株

② 期末自己株式数 2021年12月期 0 株 2020年12月期 0 株

③ 期中平均株式数 2021年12月期 39,712,336 株 2020年12月期 38,170,661 株
　

　　

※ 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

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社は、「スマホオンラインゲーム世界一」をミッションに掲げ、スマートフォンをはじめとした基本無料の

「オンラインゲーム事業」を主たる業務としております。

国内のスマートフォン向けオンラインゲーム市場は、2020年度は１兆3,164億円となり、2022年度には１兆3,990

億円になると予測（※）されており、緩やかな成長を続けております。その一方、アニメやゲームなどの知名度の

高いIP（Intellectual Propertyの略）を題材としたタイトルや、品質の高い海外企業のゲームが国内でサービスを

開始するケースも多く、競争は激化しております。また、国内外の品質の高いゲームが市場に投入されることで、

ユーザーの求めるゲーム品質の水準が高まっていることから、ゲームの開発期間は長期化し、開発費用も高騰して

おります。

このような状況の中、当社はオンラインゲーム事業のさらなる成長およびシェアの拡大を目指し、サービス中タ

イトルの拡充と開発中タイトルの準備を進めてまいりました。

サービス中タイトルにつきましては、株式会社スクウェア・エニックスとの共同開発タイトル『ドラゴンクエス

トタクト』が１周年を迎え、TVCMの実施などを通じて堅調に運営を継続しました。『剣と魔法のログレス いにし

えの女神』や『CARAVAN STORIES』をはじめとする他タイトルについては、長期運営によるKPIの低下は見られるも

のの、有名IPとのコラボレーション等により、アクティブユーザー数及び課金ユーザー数の改善に取り組みまし

た。

開発中タイトルにつきましては、株式会社GOTとの共同開発タイトル『恋するコーデ ペアリウム』を2021年10月

27日にサービスを開始しました。

また、2021年12月１日にUUUM株式会社の子会社であるLiTMUS株式会社との共同事業契約の締結を発表しました。

今後ますます激化することが予想される市場競争に対し、IPの創出やマーケティングといった課題の解決に取り組

んでまいります。

売上高は、『ドラゴンクエストタクト』の通期にわたる貢献や受託案件の安定稼働により、前事業年度に比べて

増加したものの、開発中タイトルの増加やTVCMの実施等により人件費、外注費および広告宣伝費を中心に費用が増

加したため、営業利益は前事業年度に比べて減益となりました。

以上の結果、当事業年度における売上高は12,054百万円（前期比1.3％増）、営業利益は1,490百万円（前期比

11.0％減）、経常利益は1,443百万円（前期比12.7％減）となり、当期純利益は1,170百万円（前期比30.9％減）と

なりました。

（※）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

（２）当期の財政状態の概況

資産につきましては、前事業年度末に比べ492百万円増加し、7,204百万円となりました。これは主として、売掛

金の減少141百万円、敷金及び保証金の減少140百万円があったものの、現金及び預金の増加999百万円によるもので

あります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ753百万円減少し、969百万円となりました。これは主として、未払金

の減少241百万円、未払法人税等の減少253百万円及び未払消費税等の減少241百万円によるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,245百万円増加し、6,234百万円となりました。これは主として、

当期純利益の計上による利益剰余金の増加1,170百万円によるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度より999百万円増加し、5,493百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって増加した資金は746百万円（前事業年度は1,787百万円の増加）となりました。これは主として、

未払金の減少221百万円、未払消費税等の減少241百万円及び法人税等の支払額384百万円があったものの、税引前当

期純利益1,438百万円を計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって増加した資金は225百万円（前事業年度は38百万円の増加）となりました。これは主として、有

形固定資産取得による支出46百万円があったものの、敷金及び保証金の回収による収入281百万円によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって増加した資金は41百万円（前事業年度は1,805百万円の増加）となりました。これは、株式の発

行による収入41百万円によるものであります。

（４）今後の見通し

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、四半期ごとの業績発表時に翌四

半期の業績見通しを公表させていただきます。

　なお、2022年12月期の業績予想（2022年１月１日～３月31日）につきましては、サマリー情報をご覧ください。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で財務諸表を作成する

方針であります。

なお、国際財務報告基準（IFRS）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

であります。
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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
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,493,675 5,493,098

売掛金 1,216,838 1,075,677

商品 1,205 2,096

仕掛品 68,513 18,319

コンテンツ 60,974 ―

貯蔵品 244 241

前払費用 104,025 125,828

未収入金 136,709 54,024

前渡金 3,465 2,758

その他 101 ―

貸倒引当金 △32 △29

流動資産合計 6,085,721 6,772,015

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 0 36,128

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 4,676 10,305

有形固定資産合計 4,676 46,434

無形固定資産

ソフトウエア ― 515

無形固定資産合計 ― 515

投資その他の資産

関係会社株式 2,994 ―

繰延税金資産 309,319 216,272

敷金及び保証金 309,659 169,376

投資その他の資産合計 621,973 385,648

固定資産合計 626,650 432,598

資産合計 6,712,372 7,204,613
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当事業年度
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 121,195 172,431

未払金 566,274 324,576

未払費用 98,714 98,062

未払法人税等 320,815 67,549

未払消費税等 308,499 67,216

前受金 120,265 160,283

預り金 75,083 44,580

流動負債合計 1,610,847 934,701

固定負債

長期未払金 112,849 35,265

固定負債合計 112,849 35,265

負債合計 1,723,697 969,966

純資産の部

株主資本

資本金 4,282,242 2,537,178

資本剰余金

資本準備金 4,272,242 2,527,178

資本剰余金合計 4,272,242 2,527,178

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △3,565,811 1,170,290

利益剰余金合計 △3,565,811 1,170,290

株主資本合計 4,988,674 6,234,646

純資産合計 4,988,674 6,234,646

負債純資産合計 6,712,372 7,204,613
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 11,903,826 12,054,382

売上原価 4,165,795 4,553,080

売上総利益 7,738,030 7,501,301

販売費及び一般管理費 6,064,058 6,010,947

営業利益 1,673,972 1,490,354

営業外収益

受取利息 210 182

受取手数料 977 266

補助金収入 423 526

備品売却収入 1,972 ―

その他 308 58

営業外収益合計 3,891 1,033

営業外費用

支払利息 1,288 ―

為替差損 16,191 2,821

株式交付費 6,835 185

賃貸借契約解約損 ― 44,217

その他 194 534

営業外費用合計 24,509 47,758

経常利益 1,653,353 1,443,629

特別損失

関係会社清算損 ― 5,048

特別損失合計 ― 5,048

税引前当期純利益 1,653,353 1,438,581

法人税、住民税及び事業税 269,321 175,243

法人税等調整額 △309,319 93,047

法人税等合計 △39,998 268,290

当期純利益 1,693,351 1,170,290
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製造原価明細書

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 949,771 22.48 1,245,941 27.60

Ⅱ 経費 ※１ 3,275,314 77.52 3,268,726 72.40

当期総製造費用 4,225,085 100.00 4,514,668 100.00

期首仕掛品たな卸高 76,098 68,513

合計 4,301,184 4,583,181

期末仕掛品たな卸高 68,513 18,319

他勘定振替高 ※２ 67,141 11,909

当期製品製造原価 4,165,529 4,552,952

期首商品たな卸高 1,341 1,205

当期商品仕入高 130 1,019

合計 4,167,001 4,555,177

期末商品たな卸高 1,205 2,096

当期売上原価 4,165,795 4,553,080

(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託料 700,167 994,448

コンテンツ償却費 115,211 72,884

ロイヤリティ 2,228,990 2,008,646

消耗品費 22,725 20,492

サーバー費 21,264 6,863

地代家賃 174,693 153,630

※２ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

コンテンツ 67,141 11,909

計 67,141 11,909
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

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

その他資本剰

余金

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 3,304,854 3,294,854 ― 3,294,854 △5,130,824 △5,130,824 △361,386 1,107,498

当期変動額

新株の発行 977,388 977,388 ― 977,388 ― ― ― 1,954,776

減資 ― ― ― ― ― ― ― ―

欠損填補 ― ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― 1,693,351 1,693,351 ― 1,693,351

自己株式の処分 ― ― △128,338 △128,338 ― ― 361,386 233,047

自己株式処分差損の

振替
― ― 128,338 128,338 △128,338 △128,338 ― ―

当期変動額合計 977,388 977,388 ― 977,388 1,565,013 1,565,013 361,386 3,881,176

当期末残高 4,282,242 4,272,242 ― 4,272,242 △3,565,811 △3,565,811 ― 4,988,674

純資産合計

当期首残高 1,107,498

当期変動額

新株の発行 1,954,776

減資 ―

欠損填補 ―

当期純利益 1,693,351

自己株式の処分 233,047

自己株式処分差損の

振替
―

当期変動額合計 3,881,176

当期末残高 4,988,674
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　当事業年度(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

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

その他資本剰

余金

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 4,282,242 4,272,242 ― 4,272,242 △3,565,811 △3,565,811 ― 4,988,674

当期変動額

新株の発行 37,841 37,841 ― 37,841 ― ― ― 75,682

減資 △1,782,905 △1,782,905 3,565,811 1,782,905 ― ― ― ―

欠損填補 ― ― △3,565,811 △3,565,811 3,565,811 3,565,811 ― ―

当期純利益 ― ― ― ― 1,170,290 1,170,290 ― 1,170,290

自己株式の処分 ― ― ― ― ― ― ― ―

自己株式処分差損の

振替
― ― ― ― ― ― ― ―

当期変動額合計 △1,745,064 △1,745,064 ― △1,745,064 4,736,101 4,736,101 ― 1,245,972

当期末残高 2,537,178 2,527,178 ― 2,527,178 1,170,290 1,170,290 ― 6,234,646

純資産合計

当期首残高 4,988,674

当期変動額

新株の発行 75,682

減資 ―

欠損填補 ―

当期純利益 1,170,290

自己株式の処分 ―

自己株式処分差損の

振替
―

当期変動額合計 1,245,972

当期末残高 6,234,646
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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１月１日
　至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
　至 2021年12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 1,653,353 1,438,581

減価償却費 1,656 6,422

コンテンツ償却費 115,211 72,884

関係会社清算損益（△は益） ― 5,048

株式報酬費用 ― 17,983

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45 △3

受取利息 △210 △182

支払利息 1,288 ―

賃貸借契約解約損 ― 44,217

売上債権の増減額（△は増加） △573,724 141,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,407 37,396

仕入債務の増減額（△は減少） 57,869 51,236

未払金の増減額（△は減少） 287,016 △221,669

未払消費税等の増減額（△は減少） 234,425 △241,282

その他 126,569 △72,321

小計 1,844,003 1,279,471

利息及び配当金の受取額 210 182

利息の支払額 △1,024 ―

違約金の支払額 ― △150,000

補助金の受取額 423 526

特別退職金の支払額 △33,731 ―

法人税等の支払額 △21,980 △384,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,787,900 746,010

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 △6,147 △46,920

無形固定資産の取得による支出 ― △557

敷金及び保証金の差入による支出 △697 △6,094

敷金及び保証金の回収による収入 46,255 281,589

関係会社の清算による支出 ― △2,054

事業譲渡による収入 5,645 ―

その他 △6,650 △276

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,404 225,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 1,942,984 41,094

長期借入金の返済による支出 △375,180 ―

新株予約権の発行による収入 5,730 ―

自己株式の処分による収入 232,274 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,805,809 41,094

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,335 △13,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,633,449 999,423

現金及び現金同等物の期首残高 860,225 4,493,675

現金及び現金同等物の期末残高 4,493,675 5,493,098
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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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

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)

　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。

(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１月１日
至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり純資産額 126.06円 156.20円

１株当たり当期純利益 44.36円 29.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

43.93円 29.34円

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

項目
前事業年度

(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 1,693,351 1,170,290

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,693,351 1,170,290

普通株式の期中平均株式数(株) 38,170,661 39,712,336

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 367,817 162,177

(うち新株予約権)(株) 367,817 162,177

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


