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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第18期

第１四半期累計期間
第17期

会計期間
自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

売上高 (千円) 426,693 1,261,623

経常利益 (千円) 12,610 157,482

四半期(当期)純利益 (千円) 10,038 158,216

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － －

資本金 (千円) 474,591 325,000

発行済株式総数 (株) 1,671,200 1,460,000

純資産額 (千円) 761,673 452,452

総資産額 (千円) 1,003,695 750,013

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 6.45 108.36

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 5.79 －

１株当たり配当額 (円) － －

自己資本比率 (％) 75.9 60.3
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．第17期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、非上場であり

期中平均株価が算定できないため、記載しておりません。

５．当社は、平成28年４月15日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場したため、当第１四半期累計期間の潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益金額は、新規上場日から当第１四半期累計期間末までの平均株価を期中平

均株価とみなして算定しております。

６．当社は、第17期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第17期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

　　　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、有価証券報告書に記載し

た「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社

は、前第１四半期累計期間については、四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分

析は行っておりません。

　

　　（１）業績の状況

当社を取り巻く環境におきましては、平成28年度のスマートフォンの出荷台数が前年と同様の2,770万台と予測さ

れており、スマートフォンの出荷台数は落ち着いたものの、平成27年９月末の携帯電話契約数におけるスマート

フォンの契約数は7,237万件となり、今後も増加傾向が続くと予想されております。（株式会社ＭＭ総研調べ、平成

28年５月現在）

また、モバイルコンテンツ市場としては、平成26年度は１兆4,566億円（対前年比135％）と成長をしており、中

でも特にスマートフォン市場は１兆3,026億円（対前年比156％）と大きく成長をしております。また、スマート

フォン市場の内、ゲームが8,938億円（対前年比160％）と非常に大きな割合を占めており、今後もスマートフォン

ゲームを中心に市場の拡大が見込まれます。（一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム調べ、平成27年８

月現在）

このような事業環境の中、当社ではスマートフォンゲームサービスを今後の成長事業と捉えて注力しておりま

す。当第１四半期累計期間のゲームサービスにおきましては、アライアンスタイトルの既存タイトルは堅調に推移

しており、また、新規タイトルとして株式会社藤商事と共同開発した『マギアコネクト』をApp Store、Google

Playにて配信を開始しました。

ライフサポートサービスにおきましては、App Store、Google Play向け本格ナビゲーションアプリ『MAPLUS+声優

ナビ』に注力し、同アプリ内に声優コンテンツを拡充しました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は426,693千円、営業利益は25,679千円、経常利益は12,610千円、四

半期純利益は10,038千円となりました。

なお当社はモバイルインターネットサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしてお

りません。

　

　　（２）財政状態の状況

（資産の部）

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して253,682千円増加し、1,003,695千円とな

りました。その主な要因は、仕掛品が61,649千円、売掛金が15,799千円減少したものの、現預金が292,427千円、

前渡金18,405千円、無形固定資産が15,668千円増加したことによります。

（負債の部）

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較して55,539千円減少し、242,022千円となりまし

た。その主な要因は、未払金が13,169千円増加したものの、買掛金が30,217千円、預り金が13,428千円、未払法

人税等が11,185千円、長期借入金が15,304千円減少したことによります。

（純資産の部）

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して309,221千円増加し、761,673千円となり

ました。その要因は、新規上場に伴い資本金が149,591千円、資本準備金が149,591千円増加し、四半期純利益を

10,038千円計上したことによる利益剰余金の増加によります。

　

　　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　　（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,840,000

計 5,840,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年７月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,671,200 1,671,200
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は100株であります。

計 1,671,200 1,671,200 ― ―
 

　（注）当社株式は平成28年４月15日付で、東京証券取引所マザーズに上場しております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年４月14日
（注）１

160,000 1,620,000 119,968 444,968 119,968 434,968

平成28年５月20日
（注）２

36,400 1,656,400 27,292 472,260 27,292 462,260

平成28年３月１日～
平成28年５月31日

（注）３
14,800 1,671,200 2,331 474,591 2,331 464,591

 

（注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　 1,630円

引受価額　　　　1,499.60円

資本組入額　　　　749.80円

払込金総額　 　239,936千円

２．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　　　1,499.60円

資本組入額　　　 749.80円

割当先　　　株式会社SBI証券

３．新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による増加であります。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　1,671,200 16,712 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,671,200 ― ―

総株主の議決権 ― 16,712 ―
 

 

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

　　 該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

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１四半期会計期間(平成28年３月１日から平成28年

５月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年３月１日から平成28年５月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３  四半期連結財務諸表について

　　当社は、子会社がありませんので四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期会計期間
(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 318,335 610,763

  売掛金 198,881 183,082

  商品及び製品 29 -

  仕掛品 71,127 9,477

  原材料及び貯蔵品 98 48

  前払費用 5,259 9,875

  前渡金 - 18,405

  未収入金 2,179 2,601

  繰延税金資産 24,056 24,056

  貸倒引当金 △200 △192

  流動資産合計 619,766 858,119

 固定資産   

  有形固定資産 6,279 6,195

  無形固定資産   

   ソフトウエア 29,266 79,851

   ソフトウエア仮勘定 72,468 37,552

   無形固定資産合計 101,735 117,403

  投資その他の資産 22,231 21,977

  固定資産合計 130,247 145,576

 資産合計 750,013 1,003,695
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期会計期間
(平成28年５月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 72,497 42,279

  1年内返済予定の長期借入金 53,906 46,936

  未払金 51,299 64,468

  未払費用 3,639 5,343

  未払法人税等 15,123 3,937

  未払消費税等 18,023 11,348

  預り金 32,031 18,603

  賞与引当金 6,918 13,716

  情報利用料引当金 8,016 7,615

  流動負債合計 261,455 214,250

 固定負債   

  長期借入金 36,106 27,772

  固定負債合計 36,106 27,772

 負債合計 297,561 242,022

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 325,000 474,591

  資本剰余金 315,000 464,591

  利益剰余金 △187,547 △177,509

  株主資本合計 452,452 761,673

 純資産合計 452,452 761,673

負債純資産合計 750,013 1,003,695
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

          (単位：千円)

          当第１四半期累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

売上高 426,693

売上原価 225,482

売上総利益 201,211

販売費及び一般管理費 175,532

営業利益 25,679

営業外収益  

 受取利息 1

 その他 100

 営業外収益合計 101

営業外費用  

 支払利息 302

 株式公開費用 12,865

 その他 1

 営業外費用合計 13,170

経常利益 12,610

税引前四半期純利益 12,610

法人税、住民税及び事業税 2,571

法人税等合計 2,571

四半期純利益 10,038
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【注記事項】

(追加情報)

法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率

等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は、従来の32.3％から平成29年３月１日に開始する事業年度および平成30年３月１日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる

一時差異については30.6％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
当第１四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日)

減価償却費 15,388千円

  
 

 

 

(株主資本等関係)

当社は、平成28年４月15日付で東京証券取引所マザーズに上場し、平成28年４月14日を払込期日として、一般募

集（ブックビルディングにより募集）による新株式160,000株の発行を行いました。また、平成28年５月20日を払込

期日として、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先と

する第三者割当による新株式36,400株の発行を行いました。さらに、当第１四半期会計期間において新株予約権の

行使が行われ、新株式14,800株の発行を行いました。

その結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ149,591千円増加し、当第１四半期会計期間末において資本金が

474,591千円、資本準備金が464,591千円となっております。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社はモバイルインターネットサービス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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第１四半期累計期間

(自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 6 円45銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益金額(千円) 10,038

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 10,038

普通株式の期中平均株式数(株) 1,555,143

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 5円79銭

(算定上の基礎)  

四半期純利益調整額(千円) －

普通株式増加数 178,176

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

－

 

（注）当社は、平成28年４月15日に東京証券取引所マザーズに上場しているため、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額は、新規上場日から当第１四半期会計期間末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定して

おります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年７月11日

株式会社エディア

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   柏　　木      忠　　  印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石   井   雅   也   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エディア

の平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第18期事業年度の第1四半期会計期間（平成28年3月1日から平成28年5月31

日まで）及び第1四半期累計期間（平成28年3月1日から平成28年5月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エディアの平成28年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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