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(百万円未満切捨て)

１．2021年５月期第２四半期の連結業績（2020年６月１日～2020年11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 ％

2021年５月期第２四半期 11,106 1.7 293 △62.0 302 △60.7 184 △59.9

2020年５月期第２四半期 10,919 24.8 773 7.3 770 6.4 459 1.8
(注) 包括利益 2021年５月期第２四半期 191百万円(△58.5％) 2020年５月期第２四半期 460百万円( 1.9％)
　

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

2021年５月期第２四半期 9.38 9.08

2020年５月期第２四半期 24.02 22.79
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年５月期第２四半期 9,786 3,588 36.5

2020年５月期 10,486 3,363 32.0
(参考) 自己資本 2021年５月期第２四半期 3,573百万円 2020年５月期 3,350百万円
　　　

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

2020年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年５月期 － 0.00

2021年５月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年５月期の連結業績予想（2020年６月１日～2021年５月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 28,600 27.3 800 △19.4 790 △15.3 490 36.5 24.97
(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 ： 有
　

　

（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 ： 有

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) 2021年５月期２Ｑ 19,731,900株 2020年５月期 19,563,060株

② 期末自己株式数 2021年５月期２Ｑ －株 2020年５月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期２Ｑ 19,626,502株 2020年５月期２Ｑ 19,127,311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．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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動の停滞が継続

しており、今後の先行きも不透明な状況であります。

このような事業環境のもと、当社グループは新たなクリエイタ－の獲得や育成、クリエイタ－を活用したプロモ

－ションビジネスの拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、チャンネル運営、イベント、グッズといった新

規事業の更なる拡大にも注力してまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国内

外の企業が広告出稿を抑制したことや、当社主催のオフラインイベントが実施できなかったことなどによる影響を

受けました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間において、売上高11,106,977千円(前年同期比1.7％増加)、営業利益

293,727千円(前年同期比62.0％減少)、経常利益302,659千円(前年同期比60.7％減少)となり、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は184,043千円(前年同期比59.9％減少)となりました。

なお、当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりませ

ん。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における資産は、9,786,241千円となり、前連結会計年度末に比べ700,452千円減少

いたしました。

流動資産は6,706,007千円となり、前連結会計年度末に比べ444,563千円減少いたしました。この主な内訳は、現

金及び預金が975,015千円、未収消費税等が415,243千円減少し、売掛金が918,639千円増加したことによるものであ

ります。

固定資産は3,080,233千円となり、前連結会計年度末に比べ255,888千円減少いたしました。この主な内訳は、投

資その他の資産が254,342千円減少したことによるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は、6,197,922千円となり、前連結会計年度末に比べ925,126千円減少

いたしました。この主な内訳は、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)が408,196千円、流動負債のその

他が1,062,402千円減少し、買掛金が645,246千円増加したことによるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、3,588,318千円となり、前連結会計年度末に比べ224,674千円増

加いたしました。これは新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ15,839千円増加し、親会社株主

に帰属する四半期純利益184,043千円を計上したことによるものであります。
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（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ975,015千円減少し、3,355,358千円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの

状況とその要因は以下の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、60,655千円となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益302,659千円の計上、仕入債務の増加645,246千円等があった一方で、売上債権の増加

918,639千円等があっ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）

当第２四半期連結累計期間において投資活動により支出した資金は、659,103千円となりました。これは主に、無

形固定資産の取得による支出868,084千円等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）

当第２四半期連結累計期間において財務活動により支出した資金は、376,517千円となりました。これは主に、長

期借入金の返済による支出408,196千円等によるものであります。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の通期連結業績予想につきましては、2020年７月14日に公表いたしました業績予想数値から変更は

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
(2020年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,330,373 3,355,358

売掛金 1,614,360 2,533,000

商品 91,642 127,476

仕掛品 4,789 11,209

貯蔵品 864 1,013

未収消費税等 965,545 550,302

その他 142,995 127,647

流動資産合計 7,150,571 6,706,007

固定資産

有形固定資産 441,135 363,187

無形固定資産

のれん 274,820 234,602

契約関連無形資産 700,000 665,000

その他 191,822 343,441

無形固定資産合計 1,166,642 1,243,044

投資その他の資産

投資有価証券 563,638 573,350

敷金及び保証金 890,970 618,268

その他 273,735 282,382

投資その他の資産合計 1,728,343 1,474,001

固定資産合計 3,336,122 3,080,233

資産合計 10,486,693 9,786,241

負債の部

流動負債

買掛金 1,292,775 1,938,022

短期借入金 1,500,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 802,504 746,984

未払法人税等 67,411 142,575

賞与引当金 212,762 50,855

役員賞与引当金 23,607 10,574

その他 1,805,821 743,419

流動負債合計 5,704,881 5,132,431

固定負債

長期借入金 1,415,244 1,062,568

その他 2,922 2,922

固定負債合計 1,418,166 1,065,490

負債合計 7,123,048 6,197,922

純資産の部

株主資本

資本金 787,148 802,987

資本剰余金 756,148 771,987

利益剰余金 1,807,682 1,991,725

株主資本合計 3,350,979 3,566,700

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 7,256

その他の包括利益累計額合計 － 7,256

新株予約権 12,665 14,362

純資産合計 3,363,644 3,588,318

負債純資産合計 10,486,693 9,786,241
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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２四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2019年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 10,919,420 11,106,977

売上原価 7,756,877 8,086,897

売上総利益 3,162,542 3,020,080

販売費及び一般管理費 2,388,783 2,726,352

営業利益 773,758 293,727

営業外収益

受取利息 197 17

有価証券売却益 1,457 －

還付加算金 866 2,197

先物取引決済益 1,186 －

助成金収入 － 13,500

その他 591 3,375

営業外収益合計 4,298 19,091

営業外費用

支払利息 1,330 5,243

為替差損 3,751 2,825

その他 2,588 2,089

営業外費用合計 7,671 10,159

経常利益 770,385 302,659

特別損失

投資有価証券評価損 109,549 －

特別損失合計 109,549 －

税金等調整前四半期純利益 660,835 302,659

法人税等 201,378 118,616

四半期純利益 459,457 184,043

親会社株主に帰属する四半期純利益 459,457 184,043
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2019年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

四半期純利益 459,457 184,043

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,145 7,256

その他の包括利益合計 1,145 7,256

四半期包括利益 460,602 191,299

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 460,602 191,299

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日
　至 2019年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 660,835 302,659

減価償却費 74,054 145,232

のれん償却額 40,217 40,217

投資有価証券評価損益（△は益） 109,549 －

受取利息 △197 △17

支払利息 1,330 5,243

売上債権の増減額（△は増加） △432,077 △918,639

商品の増減額（△は増加） △42,752 △35,833

仕掛品の増減額（△は増加） △154,007 △6,420

貯蔵品の増減額（△は増加） 385 △149

仕入債務の増減額（△は減少） 99,261 645,246

賞与引当金の増減額（△は減少） △77,805 △161,906

その他 340,637 94,633

小計 619,431 110,266

利息の受取額 197 17

利息の支払額 △1,292 △5,168

法人税等の支払額 △302,433 △44,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,902 60,655

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 △16,829 △6,188

無形固定資産の取得による支出 △5,840 △868,084

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △578,148 －

有価証券の売却による収入 69,457 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,690 －

敷金及び保証金の回収による収入 2,025 276,460

資産除去債務の履行による支出 － △60,791

その他 － △500

投資活動によるキャッシュ・フロー △531,025 △659,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △184,392 △408,196

株式の発行による収入 116,654 31,678

財務活動によるキャッシュ・フロー 382,262 △376,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 167,147 △975,015

現金及び現金同等物の期首残高 2,109,000 4,330,373

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,276,148 3,355,358
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（税金費用の計算方法の変更）

従来、税金費用については年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、四半期決算に迅速かつ効率的

に対応するため、第１四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であるため遡及適用は行っておりません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は動画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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


