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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６期

第１四半期
連結累計期間

第７期
第１四半期
連結累計期間

第６期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

自　平成28年１月１日
至　平成28年12月31日

売上高 (千円) 2,369,395 2,058,314 9,689,298

経常利益又は経常損失(△) (千円) 335,059 △127,997 △349,420

親会社株主に帰属する
四半期純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)

(千円) 215,747 △129,428 △551,412

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 214,406 △138,760 △635,008

純資産額 (千円) 7,273,135 5,963,483 6,082,875

総資産額 (千円) 9,245,273 8,339,936 8,914,740

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額(△)

(円) 6.26 △3.85 △16.10

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 6.12 ― ―

自己資本比率 (％) 78.6 71.2 67.9
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．第７期第１四半期連結累計期間及び第６期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の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１四半期連結会計期間において、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】

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外情勢の不安定さや金融資本市場の急激な変動リスクがある

ものの、雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復基調で推移しました。

　このような状況の中、国内のスマートフォン向けオンラインゲーム市場は、スマートフォンの普及に伴い成長率

は鈍化し、今後は安定的に推移すると予想されます。一方で、スマートフォンのスペックが飛躍的に高まる中、開

発規模の増大、開発期間の長期化に伴うコスト増加など開発環境は厳しさを増しております。

　当社グループにおきましては、オンラインゲーム事業の成長及びシェアの拡大を目指し、既存タイトルの拡充と

新規タイトルの開発に取り組んでまいりました。

　既存タイトルにつきましては、『剣と魔法のログレス　いにしえの女神』が新しい職種の追加を行うなどの施策

を実施し、2017年3月23日にApp Storeのトップセールスランキングで1位を獲得するなどの実績を残しましたが、前

四半期に実施したキャンペーン施策の反動を受け売上高は減少しました。

　新規タイトルにつきましては、ライセンスインタイトル『ラピクロ』のAndroido版の配信を開始しました。ま

た、台湾・香港・マカオに向け『滾滾飛球(日本名：スマホでゴルフ！ぐるぐるイーグル)』の配信を開始しまし

た。加えて、ライセンスインタイトル『ルナプリ from 天使帝國』の事前予約を開始するなど、サービス中タイト

ルの拡充に取り組みました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の連結業績における売上高は、2,058百万円（前年同四半期比△13.1％

減）、営業損失は134百万円（前年同四半期は営業利益326百万円）、経常損失は127百万円（前年同四半期は経常利

益335百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は129百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四

半期純利益215百万円）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

資産につきましては、前連結会計年度末に比べ574百万円減少し、8,339百万円となりました。これは主として、

現金及び預金の減少57百万円、売掛金の減少491百万円によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ455百万円減少し、2,376百万円となりました。これは主として、

長期借入金の減少137百万円、未払金の減少150百万円によるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ119百万円減少し、5,963百万円となりました。これは主とし

て、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少129百万円によるものであります。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ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

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、685,834千円であります。なお、当第

１四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の重要な変更はありません。
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

 

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29年３月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年５月12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 34,493,500 34,493,500
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 34,493,500 34,493,500 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、平成29年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(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。

 
(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29年１月１日～
平成29年３月31日

― 34,493,500 　― 2,929,863 ― 2,919,863
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(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29年３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)
（自己保有株式）
普通株式

949,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

33,542,300
 

335,423

株主としての権利内容に何ら限定のな
い当社における標準となる株式であり
ます。また単元株式数は100株であり
ます。

単元未満株式
普通株式

2,200
― ―

発行済株式総数 34,493,500 ― ―

総株主の議決権 ― 335,423 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成29年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
割合(％)

(自己保有株式)
 
株式会社Aiming

 
東京都渋谷区代々木２
丁目１番１号

 
949,000

 
―

 
949,000

 
2.75

計 ― 949,000 ― 949,000 2.75
 

 
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)に基づいて作成しております。

 

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１四半期連結会計期間(平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年３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：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,855,027 6,797,245

  売掛金 1,395,971 904,186

  貯蔵品 1,219 70

  その他 158,163 137,067

  流動資産合計 8,410,381 7,838,568

 固定資産   

  有形固定資産 81,529 79,198

  無形固定資産 54,063 61,002

  投資その他の資産 368,766 361,167

  固定資産合計 504,359 501,367

 資産合計 8,914,740 8,339,936
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 258,113 186,574

  1年内返済予定の長期借入金 549,600 549,600

  未払法人税等 10,188 8,904

  賞与引当金 - 17,718

  未払消費税等 47,451 69,950

  その他 605,136 324,483

  流動負債合計 1,470,489 1,157,231

 固定負債   

  長期借入金 ※１  1,338,200 ※１  1,200,800

  長期未払金 23,175 18,421

  固定負債合計 1,361,375 1,219,221

 負債合計 2,831,865 2,376,453
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,929,863 2,929,863

  資本剰余金 2,919,863 2,930,772

  利益剰余金 654,485 517,703

  自己株式 △450,865 △438,842

  株主資本合計 6,053,345 5,939,496

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 2,488 972

  その他の包括利益累計額合計 2,488 972

 新株予約権 16,000 16,000

 非支配株主持分 11,041 7,014

 純資産合計 6,082,875 5,963,483

負債純資産合計 8,914,740 8,339,936
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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１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 2,369,395 2,058,314

売上原価 580,497 916,510

売上総利益 1,788,898 1,141,804

販売費及び一般管理費 1,462,400 1,275,998

営業利益又は営業損失（△） 326,497 △134,193

営業外収益   

 受取利息 809 74

 為替差益 7,394 5,621

 受取手数料 304 2,235

 雇用調整助成金 910 1,240

 その他 2 10

 営業外収益合計 9,420 9,182

営業外費用   

 支払利息 568 2,152

 持分法による投資損失 290 352

 その他 0 480

 営業外費用合計 859 2,985

経常利益又は経常損失（△） 335,059 △127,997

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

335,059 △127,997

法人税、住民税及び事業税 9,932 5,378

法人税等調整額 109,379 3,868

法人税等合計 119,311 9,246

四半期純利益又は四半期純損失（△） 215,747 △137,244

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

0 △7,815

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

215,747 △129,428
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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１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 215,747 △137,244

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △1,341 △1,516

 その他の包括利益合計 △1,341 △1,516

四半期包括利益 214,406 △138,760

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 214,406 △130,944

 非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △7,816
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　該当事項はありません。

 

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日)

　「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）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 財務制限条項

　借入金650,000千円（平成28年４月26日締結のコミットメントライン契約）には、以下の財務制限条項が付されてお

ります。

①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80％以上に維持する

こと。

②各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比80％以上に維持する

こと。

③各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益および経常損益を損失とならないようにするこ

と。

④各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益および経常損益を損失とならないようにするこ

と。

⑤各年度の決算期における連結の貸借対照表に示される現預金を20億円以上とすること。

⑥各年度の決算期における単体の貸借対照表に示される現預金を20億円以上とすること。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

連結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。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日)

減価償却費 7,962千円 9,702千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年３月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年2月12日
取締役会

普通株式 172,195 5.00 平成27年12月31日 平成28年3月31日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四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１四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。

 

３　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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当第１四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日)

１　配当金支払額

該当事項はありません。

 

２　基準日が当第１四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１四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。

 

３　株主資本の著しい変動

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】

当社グループは、オンラインゲーム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。

 

(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日)

（１）１株当たり四半期純利益金額又は1 株当たり四
半期純損失金額（△）

6円26銭 △3円85銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株
主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円)

215,747 △129,428

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
(千円)

215,747 △129,428

普通株式の期中平均株式数(株) 34,439,000 33,539,778

(２) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6円12銭 ―

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 815,696 ―

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、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

(注)１．当第１四半期連結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については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

　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29年５月12日

株式会社Aiming

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   轟　芳英　　　　　　   印

 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   小出　健治  　　　　　 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Aiming

の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平成

29年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

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連結財務諸

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連結財務諸表に対す

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Aiming及び連結子会社の平成29年３月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結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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