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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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 ％

30年3月期第1四半期 1,027 35.8 95 53.7 149 234.9 103 194.2

29年3月期第1四半期 756 △28.9 61 △52.5 44 △69.5 35 △57.9

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　106百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△86百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 10.77 ―

29年3月期第1四半期 3.66 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第1四半期 9,712 9,233 94.8 959.75

29年3月期 9,758 9,242 94.3 959.10

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 9,211百万円 29年3月期 9,205百万円

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

29年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 10.00 ― 12.00 22.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31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

通期 4,000 △7.1 400 △33.6 562 △30.3 400 △32.7 41.67

（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

(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） 30年3月期1Q 10,649,000 株 29年3月期 10,649,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,051,365 株 29年3月期 1,051,365 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 9,597,635 株 29年3月期1Q 9,597,635 株

※四半期決算短信は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

上記に記載した予想数字は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣
旨のものではありません。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。

　なお上記予想に関する事項は、添付書類の２ページを参照してください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復基調とな

っております。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動がリスク要因となっております。

　当社グループは、中長期の企業価値向上を目指して、「コンテンツ事業」の更なる成長と「再生可能エネルギー

事業」を新たな柱に育成してまいります。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,027,074千円（前年同期比35.8％増）、営業利益95,025千円（前

年同期比53.7％増）、経常利益149,677千円（前年同期比234.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

103,374千円（前年同期比194.2％増）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

（コンテンツ事業）

　コンテンツ事業の売上高は1,026,525千円（前年同期比35.7％増）、セグメント利益は182,995千円（前年同期比

27.0％増）となりました。

　当第１四半期連結累計期間の取り組みは、スマートフォンゲームの制作を目的として設立された関係会社の株式

会社SoWhatの第一弾となる「LINE アキンド星のリトル・ペソ」を平成29年４月に、新たにマンガを取り扱ったス

マートフォン向けマンガアプリ「マンガほっと」を平成29年６月にサービス開始しております。

　キャリア主導サービスでは前連結会計年度に引き続き、「ＮＴＴドコモ スゴ得コンテンツ」は株式会社NTTド

コモとのプロモーション連携による成長に取り組み、「ａｕスマートパス」は事業環境の変化により大幅にコンテ

ンツ数が縮小となったものの挽回策として二つのコンテンツを増加させております。

　また、中国を中心とした海外へのアニメ等のコンテンツ提供は、中国の金融市場の動向や政策に関する不確実性

の影響などの不安定要因があるため、引き続き、慎重な姿勢でアニメ及びドラマのコンテンツ提供を行っておりま

す。

　なお、今後の当該事業の成長ドライバーとして、ゲームコンテンツでの「ヒットコンテンツ」の創出を図るた

め、スマートフォンゲームに加えて「Nintendo Switch」への参入も決定し、先行投資を行ってまいります。

（再生可能エネルギー事業）

　再生可能エネルギー事業の売上高は548千円（前年同期は0千円）。セグメント損失は17,487千円（前年同期は

14,981千円のセグメント損失）となりました。

　中長期的な発電量の増加を目指すため、前連結会計年度に引き続き、水圧管路を利用した100kW以上の発電設備

設置の新規立地開拓に取り組んでおります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して45,934千円減少した

9,712,802千円となりました。その主な要因は、その他流動資産が2,569,919千円及び有価証券が70,258千円の減少

となったものの、現金及び預金が2,601,311千円の増加となったことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比較して37,031千円減少した479,121千円となりました。その主な要因は、営

業未払金が26,588千円及び未払法人税等が23,016千円の減少となったものの、その他流動負債が10,129千円の増加

となったことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末と比較して8,902千円減少した9,233,681千円となりました。その主な要因は、非支

配株主持分が14,522千円及び利益剰余金が11,797千円の減少となったものの、その他有価証券評価差額金が18,079

千円の増加となっ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

平成30年３月期の通期の連結事業見通しは、平成29年５月15日付の決算短信で公表した数値からの変更はありま

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
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 545,994 3,147,306

売掛金 1,373,097 1,359,087

有価証券 90,011 19,753

商品及び製品 12,439 12,502

仕掛品 2,645 1,337

原材料及び貯蔵品 19 2

その他 2,707,657 137,737

貸倒引当金 △1,465 △1,687

流動資産合計 4,730,400 4,676,041

固定資産

有形固定資産 92,292 89,757

無形固定資産 12,281 11,195

投資その他の資産

投資有価証券 4,578,776 4,600,805

その他 348,587 338,403

貸倒引当金 △3,600 △3,400

投資その他の資産合計 4,923,764 4,935,808

固定資産合計 5,028,337 5,036,761

資産合計 9,758,737 9,712,802

負債の部

流動負債

買掛金 9,770 10,480

営業未払金 226,514 199,925

未払法人税等 56,257 33,240

賞与引当金 - 4,500

返品調整引当金 1,566 -

その他 213,188 223,318

流動負債合計 507,296 471,464

固定負債 8,856 7,657

負債合計 516,153 479,121

純資産の部

株主資本

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金 2,466,023 2,466,023

利益剰余金 4,763,506 4,751,709

自己株式 △622,364 △622,364

株主資本合計 9,276,165 9,264,367

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △71,067 △52,987

その他の包括利益累計額合計 △71,067 △52,987

新株予約権 662 -

非支配株主持分 36,823 22,301

純資産合計 9,242,584 9,233,681

負債純資産合計 9,758,737 9,712,802
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 756,333 1,027,074

売上原価 303,197 517,002

売上総利益 453,136 510,071

返品調整引当金戻入額 - 1,566

返品調整引当金繰入額 1,344 -

差引売上総利益 451,791 511,638

販売費及び一般管理費 389,965 416,613

営業利益 61,826 95,025

営業外収益

受取配当金 13,297 54,183

貸倒引当金戻入額 600 200

持分法による投資利益 334 3,018

その他 4,353 1,265

営業外収益合計 18,585 58,667

営業外費用

為替差損 30,044 2,330

投資事業組合運用損 5,383 1,638

その他 287 46

営業外費用合計 35,715 4,015

経常利益 44,696 149,677

特別利益

新株予約権戻入益 2,805 662

特別利益合計 2,805 662

税金等調整前四半期純利益 47,501 150,340

法人税、住民税及び事業税 5,185 58,059

法人税等調整額 18,673 3,429

法人税等合計 23,859 61,488

四半期純利益 23,642 88,852

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △11,493 △14,522

親会社株主に帰属する四半期純利益 35,136 103,374
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 23,642 88,852

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △109,972 18,079

その他の包括利益合計 △109,972 18,079

四半期包括利益 △86,329 106,931

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △74,836 121,453

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,493 △14,522
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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】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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）

コンテンツ
事業

再生可能
エネルギー

事業
計

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 756,333 0 756,333 ― 756,333

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 756,333 0 756,333 ― 756,333

セグメント利益
(又は損失)

144,072 (14,981) 129,090 (67,264) 61,826

(注) １．セグメント利益(又は損失)の調整額は、セグメント間取引消去466千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用67,730千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等にかか

る費用であります。

２．セグメント利益(又は損失)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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）

コンテンツ
事業

再生可能
エネルギー

事業
計

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

売上高

外部顧客への売上高 1,026,525 548 1,027,074 - 1,027,074

セグメント間の内部
売上高又は振替高

- - - - -

計 1,026,525 548 1,027,074 - 1,027,074

セグメント利益
(又は損失)

182,995 (17,487) 165,508 (70,483) 95,025

(注) １．セグメント利益(又は損失)の調整額は、セグメント間取引消去150千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用70,633千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等にかか

る費用であります。

２．セグメント利益(又は損失)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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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