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第4 【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月

31日まで)および第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 71,239 100,774

受取手形及び売掛金 25,096 9,866

商品及び製品 2,005 1,318

仕掛品 897 621

原材料及び貯蔵品 850 272

ゲームソフト仕掛品 24,443 26,148

その他 2,896 2,319

貸倒引当金 △37 △22

流動資産合計 127,391 141,299

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,666 10,241

その他（純額） 10,649 10,494

有形固定資産合計 21,316 20,735

無形固定資産 1,229 1,639

投資その他の資産

その他 13,807 12,188

貸倒引当金 △32 △32

投資その他の資産合計 13,775 12,156

固定資産合計 36,321 34,531

資産合計 163,712 175,831

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,820 1,402

電子記録債務 882 1,991

1年内返済予定の長期借入金 727 626

未払法人税等 6,957 2,741

賞与引当金 4,056 2,280

繰延収益 6,673 8,338

その他 10,472 9,180

流動負債合計 32,590 26,561

固定負債

長期借入金 4,878 4,565

退職給付に係る負債 3,468 3,653

その他 1,980 2,032

固定負債合計 10,327 10,251

負債合計 42,918 36,813
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 33,239 33,239

資本剰余金 21,329 21,329

利益剰余金 93,861 111,815

自己株式 △27,461 △27,463

株主資本合計 120,967 138,920

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 56 34

為替換算調整勘定 △10 258

退職給付に係る調整累計額 △219 △196

その他の包括利益累計額合計 △173 96

純資産合計 120,794 139,017

負債純資産合計 163,712 175,831
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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3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日

　至 2021年12月31日)

売上高 64,867 88,163

売上原価 29,057 38,558

売上総利益 35,810 49,605

販売費及び一般管理費 11,428 14,509

営業利益 24,382 35,096

営業外収益

受取利息 58 22

受取配当金 19 20

為替差益 － 96

補助金収入 51 －

損害賠償収入 130 －

関係会社整理益 － 761

その他 131 254

営業外収益合計 391 1,155

営業外費用

支払利息 55 37

支払手数料 46 －

為替差損 411 －

その他 171 65

営業外費用合計 685 102

経常利益 24,088 36,148

特別損失

固定資産除売却損 9 6

特別損失合計 9 6

税金等調整前四半期純利益 24,078 36,142

法人税、住民税及び事業税 5,297 7,890

法人税等調整額 1,258 1,544

法人税等合計 6,555 9,434

四半期純利益 17,523 26,708

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,523 26,708
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【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日

　至 2021年12月31日)

四半期純利益 17,523 26,708

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 63 △21

為替換算調整勘定 △255 269

退職給付に係る調整額 22 23

その他の包括利益合計 △169 270

四半期包括利益 17,354 26,978

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,354 26,978

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：百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日
　至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4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

税金等調整前四半期純利益 24,078 36,142

減価償却費 2,050 2,519

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,403 △1,780

受取利息及び受取配当金 △78 △43

支払利息 55 37

為替差損益（△は益） 243 △7

固定資産除売却損益（△は益） 9 6

売上債権の増減額（△は増加） 4,382 15,253

棚卸資産の増減額（△は増加） 411 1,550

ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） △2,729 △1,701

仕入債務の増減額（△は減少） △2,390 △329

繰延収益の増減額（△は減少） △7,450 1,595

その他 △1,341 △620

小計 15,834 52,606

利息及び配当金の受取額 97 45

利息の支払額 △48 △33

法人税等の支払額 △8,015 △11,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,867 41,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △13,742 △17,846

定期預金の払戻による収入 12,660 14,529

有形固定資産の取得による支出 △1,835 △2,602

有形固定資産の売却による収入 1 2

無形固定資産の取得による支出 △456 △874

その他 0 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,372 △6,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △714 △414

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △5,334 △8,749

その他 △387 △371

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,439 △9,537

現金及び現金同等物に係る換算差額 △361 605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,305 25,804

現金及び現金同等物の期首残高 59,672 64,043

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 57,366 ※ 89,848
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

第2四半期連結会計期間において、BEELINE INTERACTIVE,INC.は、清算により消滅したため、連結の範囲から

除外しております。

(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1四半期連結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しております。これによる主な

変更点としては、ライセンス供与に係る収益のうち、返還不要の契約金については、従来は契約締結時に収益を

認識する方法によっておりましたが、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンス期間にわたり

知的財産にアクセスする権利である場合は、一定の期間にわたり収益を認識し、ライセンスが供与される時点で

知的財産を使用する権利である場合は、一時点で収益を認識する方法に変更しております。

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項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。なお、

利益剰余金の当期首残高に影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年3月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載して

おりません。

（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1四半期連結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しております。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

連結子会社の税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む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。

(追加情報)

新型コロナウィルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の

（追加情報）に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

前第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)

現金及び預金勘定 64,094百万円 100,774百万円

預入期間が3か月を超える
定期預金

△6,727百万円 △10,926百万円

現金及び現金同等物 57,366百万円 89,848百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

1．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年6月17日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,668 25 2020年3月31日 2020年6月18日

2020年10月29日
取締役会

普通株式 利益剰余金 2,668 25 2020年9月30日 2020年11月13日

2．基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)

1．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年6月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 4,910 46 2021年3月31日 2021年6月23日

2021年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 3,842 18 2021年9月30日 2021年11月12日

(注) 当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2021年3月31日を基準日

とする1株当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載しております。

2．基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

　



― 17 ―

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)3

デジタル
コンテンツ

アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

外部顧客への売上高 48,966 7,018 6,712 62,697 2,170 64,867 ― 64,867

セグメント間の内部
売上高または振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 48,966 7,018 6,712 62,697 2,170 64,867 ― 64,867

セグメント損益 24,787 86 2,431 27,306 861 28,167 △3,785 24,382

(注) 1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。

2．セグメント損益の調整額△3,785百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,785百万円が

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一般管理費であります。

3．セグメント損益は、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。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31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：百万円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)3

デジタル
コンテンツ

アミューズ
メント施設

アミューズ
メント機器

計

売上高

外部顧客への売上高 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163 ― 88,163

セグメント間の内部
売上高または振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163 ― 88,163

セグメント損益 35,894 419 1,932 38,246 1,549 39,795 △4,699 35,096

(注) 1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を

含んでおります。

2．セグメント損益の調整額△4,699百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,699百万円が

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一般管理費であります。

3．セグメント損益は、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.報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載の通り、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関す

る会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第3四半期連結累計期間（自 2021年4月1日 至 2021年12月31日）

財又はサービスの種類別の内訳
　 （単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
デジタル
コンテンツ

アミューズメ
ント施設

アミューズメ
ント機器

計

パッケージ 25,619 ― ― 25,619 ― 25,619

　デジタル 41,823 ― ― 41,823 ― 41,823

　モバイルコンテンツ 3,010 ― ― 3,010 ― 3,010

　アミューズメント施設 ― 8,992 ― 8,992 ― 8,992

　アミューズメント機器 ― ― 4,937 4,937 ― 4,937

　その他 ― ― ― ― 3,781 3,781

顧客との契約から生じる収益 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を含

んでおります。

収益の認識時期
　 （単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
デジタル
コンテンツ

アミューズメ
ント施設

アミューズメ
ント機器

計

一時点で移転される財及び
サービス

62,315 8,992 4,937 76,245 3,558 79,803

一定期間にわたり移転され
る財及びサービス

8,137 ― ― 8,137 222 8,360

顧客との契約から生じる収益 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163

その他の収益 ― ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 70,453 8,992 4,937 84,382 3,781 88,163

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、キャラクターコンテンツ事業等を含

んでおります。
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(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)

1株当たり四半期純利益 82円08銭 125円10銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 17,523 26,708

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

17,523 26,708

普通株式の期中平均株式数(千株) 213,500 213,499

(注) 1．潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2．2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。したがいまして、前連結会計

年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。

2 【その他】

2021年10月28日開催の取締役会において、定款の規定に基づき2021年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録

された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行いました。

① 配当金の総額 3,842百万円

② 1株当たりの金額 18円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 2021年11月12日

　


