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1. 平成29年9月期第3四半期の業績（平成28年10月1日～平成29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 ％

29年9月期第3四半期 976 45.6 361 143.6 361 141.2 267 154.7

28年9月期第3四半期 670 △27.4 148 △62.9 149 △62.5 104 △63.0

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

29年9月期第3四半期 25.98 ―

28年9月期第3四半期 10.20 ―

(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

29年9月期第3四半期 4,277 4,035 94.3 392.56

28年9月期 4,155 3,840 92.4 373.57

（参考）自己資本 29年9月期第3四半期 4,035百万円 28年9月期 3,840百万円

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

28年9月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

29年9月期 ― 0.00 ―

29年9月期（予想） 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成28年9月期の期末配当金の内訳　普通配当5円00銭、記念配当2円00銭

3. 平成29年 9月期の業績予想（平成28年10月 1日～平成29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

通期 1,800 22.9 750 28.4 750 28.3 500 29.2 48.64

（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) 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 ： 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

(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） 29年9月期3Q 10,280,000 株 28年9月期 10,280,000 株

② 期末自己株式数 29年9月期3Q 102 株 28年9月期 102 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年9月期3Q 10,279,898 株 28年9月期3Q 10,279,898 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

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、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、四半期決
算短信（添付資料）Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当社はコンテンツメーカーとして、オリジナリティあふれるゲームコンテンツ及びサービスの創出を行い、その

魅力を様々な分野・プラットフォームを通じて世界中のお客様にお伝えすることに努めております。

当第３四半期累計期間の製品部門におきましては、ユーザーから高い評価をいただいております、携帯型ゲーム

機PlayStation®Vita向けゲームソフト「イースⅧ―Lacrimosa of DANA―（ラクリモサ・オブ・ダーナ）」（平成

28年７月発売）及び据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けゲームソフト「東亰ザナドゥｅＸ＋（エクスプラ

ス）」（平成28年９月発売）を販売しております。平成29年５月には、据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けゲ

ームソフト「イースⅧ－Lacrimosa of DANA－（ラクリモサ・オブ・ダーナ）」を発売しました。

また、累計販売本数100万本を突破した「英雄伝説 閃の軌跡」「英雄伝説 閃の軌跡Ⅱ」、その最新作である

「英雄伝説 閃の軌跡Ⅲ」を世界累計販売台数6,000万に達した据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けに鋭意制作

中です。

その結果、製品部門の当第３四半期累計期間の売上高は333百万円（前年同期比54.5％増）となりました。

　

ライセンス部門におきましては、携帯型ゲーム機PlayStation®Vita向けゲームソフト「イースⅧ―Lacrimosa of

DANA―（ラクリモサ・オブ・ダーナ）」韓国語版や携帯型ゲーム機ニンテンドー3DS版「ぐるみん ３Ｄ」英語版及

び日本語版を発売しました。平成29年２月には据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けゲームソフト「イース オ

リジン」の日本語を含む多言語版を発売し、平成29年３月には携帯型ゲーム機PlayStation®Vita向けゲームソフト

「東亰ザナドゥ」及び据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けゲームソフト「東亰ザナドゥｅＸ＋（エクスプラ

ス）」の繁体字中国語版を、平成29年４月にはその韓国語版を発売しました。

平成29年５月には据え置き型ゲーム機PlayStation®４向けゲームソフト「イースⅧ―Lacrimosa of DANA―（ラ

クリモサ・オブ・ダーナ）」の繁体字中国語版及び韓国語版を日本語版と同時に発売しました。さらに、携帯型ゲ

ーム機PlayStation®Vita向けゲームソフト「イース オリジン」の日本語を含む多言語版を発売しております。

また、旧タイトルのＰＣゲーム英語版ダウンロード販売やオンラインストーリーＲＰＧ「英雄伝説 暁の軌跡」

の他、「オルタンシア・サーガ」「セブンナイツ」「太鼓の達人 Vバージョン」「ラピナスクロニクル」などのゲ

ームタイトルとのコラボレーション展開を進めました。

その結果、ライセンス部門の当第３四半期累計期間の売上高は642百万円（前年同期比41.4％増）となりました。

　

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は976百万円（前年同期比45.6％増）、営業利益は361百万

円（前年同期比143.6％増）、経常利益は361百万円（前年同期比141.2％増）、四半期純利益は267百万円（前年同

期比154.7％増）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

　 （総資産）

当第３四半期会計期間末における総資産は、主に売掛金が106百万円増加したことにより4,277百万円（前事業年

度末比2.9％増）となりました。

　 （負債）

当第３四半期会計期間末における負債は、主に買掛金が2百万円減少したこと、未払法人税等が88百万円減少し

たこと等により242百万円（前事業年度末比23.2％減）となりました。

　 （純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は、配当金の支払い71百万円があったことに対し、四半期純利益を267

百万円計上したことにより4,035百万円（前事業年度末比5.1％増）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年11月10日に公表しました業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。

（３）追加情報

　 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期会計期間から適用しております。
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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
(平成28年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,812,687 3,812,639

売掛金 137,653 244,312

製品 1,301 1,158

原材料 1,994 1,899

その他 42,278 50,396

流動資産合計 3,995,916 4,110,405

固定資産

有形固定資産 4,564 8,184

無形固定資産 3,210 1,717

投資その他の資産 152,185 157,455

固定資産合計 159,961 167,358

資産合計 4,155,877 4,277,763

負債の部

流動負債

買掛金 22,952 20,462

未払法人税等 150,838 62,316

賞与引当金 20,250 6,000

その他 121,549 153,547

流動負債合計 315,590 242,326

負債合計 315,590 242,326

純資産の部

株主資本

資本金 164,130 164,130

資本剰余金 319,363 319,363

利益剰余金 3,356,910 3,552,061

自己株式 △117 △117

株主資本合計 3,840,286 4,035,437

純資産合計 3,840,286 4,035,437

負債純資産合計 4,155,877 4,277,763
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 670,629 976,722

売上原価 92,804 83,151

売上総利益 577,825 893,571

販売費及び一般管理費 429,228 531,628

営業利益 148,596 361,942

営業外収益

受取利息 332 18

受取配当金 572 1,155

未払配当金除斥益 702 1,046

営業外収益合計 1,606 2,220

営業外費用

為替差損 378 2,818

営業外費用合計 378 2,818

経常利益 149,825 361,344

税引前四半期純利益 149,825 361,344

法人税、住民税及び事業税 26,094 99,838

法人税等調整額 18,837 △5,603

法人税等合計 44,932 94,234

四半期純利益 104,892 267,110
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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。
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