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（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 6,418 △0.3 8 △97.6 △33 - △36 -

2020年５月期第２四半期 6,436 23.3 362 - 316 - 283 -

（注）包括利益 2021年５月期第２四半期 △59百万円（-％） 2020年５月期第２四半期 272百万円（-％）

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 △4.59 -

2020年５月期第２四半期 38.03 36.95

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

2021年５月期第２四半期 5,766 4,766 81.6 598.30

2020年５月期 6,027 4,904 80.3 615.84

（参考）自己資本 2021年５月期第２四半期 4,705百万円 2020年５月期 4,842百万円

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 - 10.00 10.00

2021年５月期 - 0.00

2021年５月期（予想） - - -

（％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 11,500 △11.5 500 △21.8 400 △32.2 300 △43.1 38.15

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）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．現時点では、2021年５月期の配当予想は未定であります。

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年５月期２Ｑ 7,864,201株 2020年５月期 7,863,601株

②  期末自己株式数 2021年５月期２Ｑ 219株 2020年５月期 219株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年５月期２Ｑ 7,863,785株 2020年５月期２Ｑ 7,451,626株

 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

新規  －社  （社名）　　　　　　　　　　　　、除外  －社  （社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（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                      ：無

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）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。

　当社は、2021年１月28日（木）に機関投資家・アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。
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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経済は、企業活動や個人消費の停滞により依然として厳しい状況に

あります。徐々に経済活動再開に向けての動きは見られるものの、外出自粛傾向の緩和に伴う感染の再拡大が見

受けられており、今後の先行きは不透明感が強まっている状況となっております。

わが国のオンラインゲーム市場においては、引き続きユーザー数は伸びているものの、提供タイトルが増加し

ており、ユーザーの獲得競争が続いております。また、ソーシャルネットワークサービスやWebブラウザゲーム

などが幅広い層へと広がっており、引き続き事業環境の変化が続いております。

このような事業環境のもと、当社グループでは引き続き既存サービスの拡大及び収益性の向上に注力すると共

に、培ってきた開発技術を応用した新規サービスの開発を進めてまいりました。

現在、主力事業である「オンラインクレーンゲーム・トレバ」においては、定期的なキャンペーンの実施や

様々な広告媒体を活用したプロモーション活動を主軸として、システム面でのメンテナンスや操作性の向上を目

的としたアップデートなど、事業基盤の強化及び事業拡大を図った取り組みに注力してまいりました。

売上高においては、広告宣伝による集客効果が想定よりもサービスに対する課金への消費意欲には影響せず、

落ち込む傾向が見られました。

コスト面においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動の停滞に伴って獲得された景品の配

送業務に遅延が生じた為、その解消費用が発生しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高は6,418百万円となり、前年同期に比べ、0.3％の減

収となりました。

利益面につきましては、営業利益８百万円（前年同期比97.6％減）、経常損失33百万円（前年同期は経常利益

316百万円）、税金等調整前四半期純損失12百万円（前年同期は税金等調整前四半期純利益323百万円）、親会社

株主に帰属する四半期純損失36百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益283百万円）となりまし

た。

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、セグメントごとの記載はしておりませ

ん。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ260百万円減少し、5,766百万円となりま

した。これは主に、有形固定資産95百万円、投資その他の資産58百万円の増加があった一方で、売掛金116百万

円、貯蔵品130百万円、流動資産「その他」139百万円の減少が生じ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の負債合計は、前連結会計年度末に比べ122百万円減少し、999百万円となりまし

た。これは主に、未払法人税等83百万円、流動負債「その他」30百万円の減少が生じ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の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ138百万円減少し、4,766百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金114百万円、為替換算調整勘定23百万円の減少が生じたことによるものであり

ます。
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②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29百万円減少し、2,890百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりでありま

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ける営業活動により、資金は361百万円増加（前年同期は224百万円の減少）し

ました。これは主に、その他の負債の減少額58百万円、法人税等の支払額92百万円による減少があった一方で、

減価償却費86百万円、売上債権の減少額122百万円、たな卸資産の減少額130百万円、その他の資産の減少額123

百万円による増加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ける投資活動により、資金は262百万円減少（前年同期は223百万円の減少）し

ました。これは主に、有形固定資産の取得による支出200百万円による減少があったこと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ける財務活動により、資金は83百万円減少（前年同期は604百万円の増加）し

ました。これは主に、配当金の支払額77百万円による減少があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年５月期の連結業績予想につきましては、2020年７月15日に公表いたしました予想値から変更はありませ

ん。
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（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 2,919,967 2,890,800

売掛金 1,041,299 924,768

貯蔵品 930,643 800,347

その他 340,799 201,580

貸倒引当金 △27,566 △27,264

流動資産合計 5,205,143 4,790,232

固定資産

有形固定資産 421,131 516,643

無形固定資産 176,130 176,250

投資その他の資産

その他 251,797 317,368

貸倒引当金 △26,990 △33,990

投資その他の資産合計 224,807 283,378

固定資産合計 822,070 976,272

資産合計 6,027,213 5,766,505

負債の部

流動負債

買掛金 1,199 1,232

1年内返済予定の長期借入金 13,886 4,163

未払金 555,949 569,903

未払費用 230,928 217,080

未払法人税等 135,027 51,467

その他 173,872 143,172

流動負債合計 1,110,862 987,019

固定負債

退職給付に係る負債 11,658 12,885

固定負債合計 11,658 12,885

負債合計 1,122,520 999,905

純資産の部

株主資本

資本金 2,502,653 2,503,085

資本剰余金 1,567,443 1,567,875

利益剰余金 741,580 626,862

自己株式 △450 △450

株主資本合計 4,811,226 4,697,373

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 31,332 7,673

その他の包括利益累計額合計 31,332 7,673

新株予約権 62,133 61,553

純資産合計 4,904,692 4,766,600

負債純資産合計 6,027,213 5,766,505

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
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（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 6,436,661 6,418,885

売上原価 1,083,747 1,200,052

売上総利益 5,352,913 5,218,833

販売費及び一般管理費 4,990,479 5,209,961

営業利益 362,433 8,871

営業外収益

受取利息 651 216

出資分配金 3,607 7,033

その他 2,503 1,401

営業外収益合計 6,762 8,652

営業外費用

支払利息 241 97

出資金償却 19,745 415

為替差損 10,211 24,895

貸倒引当金繰入額 87 6,698

その他 22,558 18,733

営業外費用合計 52,844 50,839

経常利益又は経常損失（△） 316,352 △33,315

特別利益

新株予約権戻入益 9,642 20,984

特別利益合計 9,642 20,984

特別損失

固定資産除却損 20 264

減損損失 2,341 -

特別損失合計 2,362 264

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（△）
323,632 △12,596

法人税、住民税及び事業税 40,210 23,487

法人税等合計 40,210 23,487

四半期純利益又は四半期純損失（△） 283,422 △36,083

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（△）
283,422 △36,083

（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）
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（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 283,422 △36,083

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △10,507 △23,659

その他の包括利益合計 △10,507 △23,659

四半期包括利益 272,914 △59,742

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 272,914 △59,742

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（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又は

税金等調整前四半期純損失（△）
323,632 △12,596

減価償却費 126,050 86,271

出資金償却 19,745 415

減損損失 2,341 -

株式報酬費用 3,951 17,731

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78 6,881

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,157 231

受取利息 △651 △216

出資分配金 △3,607 △7,033

支払利息 241 97

為替差損益（△は益） 397 31,530

固定資産除却損 20 264

新株予約権戻入益 △9,642 △20,984

売上債権の増減額（△は増加） △359,433 122,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △433,304 130,295

仕入債務の増減額（△は減少） △10 33

未払金の増減額（△は減少） △86,900 35,052

前受金の増減額（△は減少） 23,718 12,000

未払費用の増減額（△は減少） 42,388 △13,930

その他の資産の増減額（△は増加） 92,242 123,597

その他の負債の増減額（△は減少） 37,086 △58,306

小計 △220,497 453,759

利息及び配当金の受取額 651 216

利息の支払額 △241 △97

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,606 △92,140

営業活動によるキャッシュ・フロー △224,695 361,738

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 △111,021 △200,959

無形固定資産の取得による支出 △107,623 △1,176

非連結子会社株式の取得による支出 - △1,000

出資金の払込による支出 △4,985 △10,484

出資金の分配による収入 1,472 7,033

貸付けによる支出 △1,000 △31,000

敷金及び保証金の差入による支出 - △25,111

投資活動によるキャッシュ・フロー △223,156 △262,696

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 △12,505 △9,723

配当金の支払額 - △77,563

新株予約権の発行による収入 - 3,053

ストックオプションの行使による収入 598,867 483

新株式申込証拠金の払込による収入 18,113 -

財務活動によるキャッシュ・フロー 604,475 △83,750

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,347 △44,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 151,275 △29,143

現金及び現金同等物の期首残高 2,430,021 2,919,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,581,297 2,890,119

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（追加情報）

　前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の事業に与える影響の仮定について重要な変更

はありません。

（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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

- 8 -

サイバーステップ株式会社（3810）2021年５月期　第２四半期決算短信


