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(百万円未満切捨て)
１．2021年５月期の連結業績（2020年６月１日～2021年５月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年５月期 24,488 9.0 815 △17.9 855 △8.3 549 53.0

2020年５月期 22,459 13.9 993 △20.3 932 △25.2 358 △59.6
(注) 包括利益 2021年５月期 554百万円( 54.1％) 2020年５月期 360百万円(△59.5％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年５月期 27.90 27.09 15.1 8.5 3.3

2020年５月期 18.58 17.69 11.6 11.1 4.4
(参考) 持分法投資損益 2021年５月期 －百万円 2020年月５期 △50百万円

（２）連結財政状態

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

2021年５月期 9,728 3,960 40.5 199.67

2020年５月期 10,486 3,363 32.0 171.29
(参考) 自己資本 2021年５月期 3,943百万円 2020年５月期 3,350百万円
　　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年５月期 228 △775 △761 3,021

2020年５月期 520 △1,452 3,153 4,330
　　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2021年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00 － － －

2022年５月期(予想) － 0.00 － 0.00 0.00 －
　　

３．2022年５月期の連結業績予想（2021年６月１日～2022年５月31日）
(％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 24,500 － 830 1.7 820 △4.1 470 △14.4 23.80
（注）2022年５月期第１四半期の期首より、「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）

等の適用を予定しており、上記業績予想は同基準適用後の数値であります。なお、同基準の適用により、売上高
において大きな影響が生じるため、2021年５月期実績値と比較することは適切ではないとの理由から、対前期増
減率を記載しておりません。
詳細は、３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

　　



※ 注記事項

（１）期中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
　

　

（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) 2021年５月期 19,748,100株 2020年５月期 19,563,060株

② 期末自己株式数 2021年５月期 －株 2020年５月期 －株

③ 期中平均株式数 2021年５月期 19,684,989株 2020年５月期 19,322,092株

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本決算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。
　決算補足説明資料は2021年７月14日（水）に当社ホームページ（https://www.uuum.co.jp/ir）に掲載してい
ます。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルスによる影響の長期化を背景に、消費や広告出稿が落ち

込みました。各国の経済対策や感染対策により、経済回復の兆しはあるものの、景気の先行きが不透明な状況が続

きました。

　このような状況の中でも、当社グループは、オンラインを中心とした事業特性を生かしてクリエイターサポート

業務等を継続して展開しております。

　当社グループは、クリエイターサポートを主たるサービスとして展開しておりますが、国内の端末別インターネ

ット利用状況を見ると、スマートフォンの保有率が2020年8月で69.3％となり(総務省2020年「通信利用動向調

査」)、スマートフォンの普及や通信インフラの発達に伴い、これまで以上に動画の視聴機会が増えております。

　このような事業環境のもと、新たなクリエイターの獲得や育成、クリエイターを活用したプロモーションビジネ

スの拡大など、グッズ・EC事業の拡大など、事業基盤の強化に努めるとともに、新規事業の更なる拡大にも注力し

てまいりました。

　

当連結会計年度における当社グループの経営成績は次のとおりであります。

　売上高は24,488,391千円(前年同期比9.0％増)となりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、広告主

による広告出稿金額の減少やイベント自粛などの影響を受けたものの、業務提携含めたチャンネル数拡大によりア

ドセンス収入が拡大し、複合的な提案を積極的に進めたことにより国内外における広告事業の収入も拡大いたしま

した。

営業利益は815,951千円(前年同期比17.9％減)となり、経常利益は855,282千円(前年同期比8.3％減)となりまし

た。これは主として、売上増加に伴う売上総利益の増加があった一方で、人件費、戦略投資および地代家賃を中心

とした販管費が増加したことによるものであります。また、営業外収益として宮崎拠点に関する助成金収入を計上

いたしました。

なお、前期に計上した投資有価証券評価損等の特別損失が当期は計上されていないため、親会社株主に帰属する

当期純利益は549,142千円(前年同期比53.0％増)となりました。

なお、当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における資産は、9,728,050千円となり、前連結会計年度末に比べ758,643千円減少いたしまし

た。

流動資産は6,782,578千円となり、前連結会計年度末に比べ367,992千円減少いたしました。この主な内訳は、現

金及び預金が1,308,536千円減少し、売掛金が767,994千円増加したことによるものであります。

固定資産は2,945,471千円となり、前連結会計年度末に比べ390,650千円減少いたしました。この主な内訳は、投

資その他の資産が297,662千円、有形固定資産が166,747千円減少したことによるものであります。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、5,767,121千円となり、前連結会計年度末に比べ1,355,927千円減少いたしま

した。この主な内訳は、未払金が827,901千円、長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)が802,504千円減

少したことによるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産は、3,960,928千円となり、前連結会計年度末に比べ597,283千円増加いたしま

した。この主な内訳は、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ17,900千円増加し、親会社株主

に帰属する当期純利益549,142千円を計上したことによるものであります。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度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1,308,536

千円減少し、3,021,836千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とその要因は以下の

通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、228,580千円となりました。これは主に、税金等調整前

当期純利益855,282千円の計上があった一方で、売上債権の増加767,994千円等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）

当連結会計年度において投資活動により支出した資金は、775,443千円となりました。これは主に、無形固定資産

の取得による支出975,053千円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入276,460千円等があったことによ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動により支出した資金は、761,703千円となりました。これは主に、長期借入金の

返済による支出802,504千円等があったことによるものであります。

（４）今後の見通し

今後の見通しに関しましては、国内外含めた当社グループの業績を取り巻く環境は、新型コロナウイルスの影響が

長期化していることを背景に、先行き不透明な状況で推移すると予測しております。一方で、新型コロナウイルス

を契機に消費者のインターネット上での活動機会は増加し、様々なジャンルの著名人がインターネット上で発信す

る機会も増加しておりますが、今後もこの傾向は続くと考えております。

　このような経済環境の中、今後の当社グループにつきましては、時代の変化を好機ととらえ、多様な個人やクリ

エイターのニーズに応えられるような体制づくり、次の柱となる事業の育成に注力してまいります。

　2022年５月期の見通しにつきましては、連結売上高は、国内外での広告事業のさらなる拡大やクリエイターブラ

ンドの拡大を織り込み、収益認識基準変更前で当期比11.9％増の27,400百万円（収益認識基準変更後は24,500百万

円）と予想しております。連結営業利益は、売上成長に沿った売上総利益の増加を見込む一方、人員増加に伴う人

件費の増加を見込んで830百万円とし、親会社株主に帰属する当期純利益は470百万円と予想しております。

　なお、イベント自粛によるオフラインのグッズ販売やイベントビジネスへの影響は年間を通じて続くと想定して

おります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、会計基準につきましては日

本基準を適用しております。なお、IFRS(国際財務報告基準)の適用につきましては、国内外の情勢を考慮の上、適

切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,330,373 3,021,836

売掛金 1,614,360 2,382,354

商品 91,642 125,768

仕掛品 4,789 16,112

貯蔵品 864 1,350

未収消費税等 965,545 1,107,452

その他 142,995 127,702

流動資産合計 7,150,571 6,782,578

固定資産

有形固定資産

建物 391,778 395,913

減価償却累計額 △43,966 △183,703

建物（純額） 347,811 212,209

工具、器具及び備品 179,666 187,726

減価償却累計額 △87,218 △125,547

工具、器具及び備品（純額） 92,448 62,178

建設仮勘定 876 －

有形固定資産合計 441,135 274,388

無形固定資産

ソフトウエア 141,832 416,016

ソフトウエア仮勘定 49,989 －

のれん 274,820 194,385

契約関連無形資産 700,000 630,000

無形固定資産合計 1,166,642 1,240,401

投資その他の資産

投資有価証券 563,638 573,450

繰延税金資産 273,735 277,323

敷金及び保証金 890,970 574,956

その他 － 4,950

投資その他の資産合計 1,728,343 1,430,681

固定資産合計 3,336,122 2,945,471

資産合計 10,486,693 9,728,050
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年５月31日)

当連結会計年度
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,292,775 1,644,165

短期借入金 1,500,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 802,504 635,496

未払金 1,007,274 179,372

未払費用 575,335 419,311

未払法人税等 67,411 222,332

賞与引当金 212,762 140,480

役員賞与引当金 23,607 29,332

その他 223,211 212,425

流動負債合計 5,704,881 4,982,917

固定負債

長期借入金 1,415,244 779,748

その他 2,922 4,456

固定負債合計 1,418,166 784,204

負債合計 7,123,048 5,767,121

純資産の部

株主資本

資本金 787,148 805,048

資本剰余金 756,148 774,048

利益剰余金 1,807,682 2,356,825

株主資本合計 3,350,979 3,935,923

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － 7,256

その他の包括利益累計額合計 － 7,256

新株予約権 12,665 14,362

非支配株主持分 － 3,387

純資産合計 3,363,644 3,960,928

負債純資産合計 10,486,693 9,728,050
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

売上高 22,459,941 24,488,391

売上原価 16,256,432 17,988,525

売上総利益 6,203,509 6,499,865

販売費及び一般管理費 5,209,722 5,683,914

営業利益 993,786 815,951

営業外収益

受取利息 208 40

有価証券売却益 1,457 －

還付加算金 866 2,197

先物取引決済益 1,186 －

為替差益 － 1,904

助成金収入 － 48,331

その他 1,337 15,644

営業外収益合計 5,055 68,117

営業外費用

支払利息 3,923 9,949

支払手数料 1,767 1,726

持分法による投資損失 50,000 －

為替差損 5,907 －

損害賠償金 － 13,951

その他 4,371 3,159

営業外費用合計 65,970 28,787

経常利益 932,871 855,282

特別損失

本社移転費用 124,065 －

新型コロナ関連損失 42,844 －

投資有価証券評価損 209,550 －

特別損失合計 376,459 －

税金等調整前当期純利益 556,411 855,282

法人税、住民税及び事業税 289,501 314,542

法人税等調整額 △92,034 △6,790

法人税等合計 197,466 307,752

当期純利益 358,945 547,530

非支配株主に帰属する当期純損失（△） － △1,612

親会社株主に帰属する当期純利益 358,945 549,142
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（連結包括利益計算書）

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

当期純利益 358,945 547,530

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,145 7,256

その他の包括利益合計 1,145 7,256

包括利益 360,090 554,786

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 360,090 556,398

非支配株主に係る包括利益 － △1,612
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2019年６月１日 至 2020年５月31日)

(単位：千円)

株主資本
その他の包括

利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

当期首残高 709,366 678,366 1,448,736 2,836,469 △1,145 5,090 － 2,840,414

当期変動額

新株の発行 77,782 77,782 155,565 155,565

親会社株主に帰属す

る当期純利益
358,945 358,945 358,945

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1,145 7,574 － 8,719

当期変動額合計 77,782 77,782 358,945 514,510 1,145 7,574 － 523,229

当期末残高 787,148 756,148 1,807,682 3,350,979 － 12,665 － 3,363,644

　当連結会計年度(自 2020年６月１日 至 2021年５月31日)

(単位：千円)

株主資本
その他の包括

利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

当期首残高 787,148 756,148 1,807,682 3,350,979 － 12,665 － 3,363,644

当期変動額

新株の発行 17,900 17,900 35,800 35,800

親会社株主に帰属す

る当期純利益
549,142 549,142 549,142

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

7,256 1,696 3,387 12,340

当期変動額合計 17,900 17,900 549,142 584,943 7,256 1,696 3,387 597,283

当期末残高 805,048 774,048 2,356,825 3,935,923 7,256 14,362 3,387 3,960,928
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2019年６月１日
　至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 556,411 855,282

減価償却費 178,312 300,083

のれん償却額 80,435 80,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,542 △72,281

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 23,607 5,725

受取利息 △208 △40

支払利息 3,923 9,949

投資有価証券評価損益（△は益） 209,550 －

持分法による投資損益（△は益） 50,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 80,645 △767,994

商品の増減額（△は増加） △12,633 △34,126

仕掛品の増減額（△は増加） 1,262 △11,323

貯蔵品の増減額（△は増加） 557 △485

仕入債務の増減額（△は減少） △162,846 351,389

前払費用の増減額（△は増加） △17,708 △1,010

未収消費税等の増減額（△は増加） △284,248 △141,906

未払金の増減額（△は減少） △48,873 △113,470

未払費用の増減額（△は減少） 340,838 △156,023

前受金の増減額（△は減少） 30,574 24,570

前受収益の増減額（△は減少） △4,369 △2,369

預り金の増減額（△は減少） 8,632 △18,526

その他 54,911 124,427

小計 1,090,317 432,304

利息の受取額 208 40

利息の支払額 △4,470 △9,819

法人税等の支払額 △565,465 △193,944

営業活動によるキャッシュ・フロー 520,589 228,580

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 △445,863 △13,215

無形固定資産の取得による支出 △106,005 △975,053

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △628,148 △100

有価証券の売却による収入 117,927 －

関係会社株式の取得による支出 △50,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 6,903 276,460

敷金及び保証金の差入による支出 △353,360 △2,202

資産除去債務の履行による支出 － △60,791

その他 6,009 △542

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,452,538 △775,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,500,000 －

長期借入れによる収入 1,970,000 －

長期借入金の返済による支出 △472,252 △802,504

株式の発行による収入 155,565 35,800

非支配株主からの払込みによる収入 － 5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,153,313 △761,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,221,373 △1,308,536

現金及び現金同等物の期首残高 2,109,000 4,330,373

現金及び現金同等物の期末残高 4,330,373 3,021,836
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（５）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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)

当社グループは動画コンテンツ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。

当連結会計年度(自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)

当社グループは動画コンテンツ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。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 欧米 アジア 合計

8,536,753 13,657,406 265,782 22,459,941

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Google LLC 13,259,322

(注) 当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載

を省略しております。
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当連結会計年度(自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 欧米 アジア 合計

8,585,962 15,439,021 463,407 24,488,391

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高

Google LLC 14,427,401

(注) 当社グループは動画コンテンツ事業の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載

を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)

当社グループは動画コンテンツ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。

当連結会計年度(自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)

当社グループは動画コンテンツ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。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2019年６月１日　至 2020年５月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年６月１日　至 2021年５月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)

１株当たり純資産額 171.29円 199.67円

１株当たり当期純利益金額 18.58円 27.90円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 17.69円 27.09円

(注)１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)

当連結会計年度
(自 2020年６月１日
至 2021年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) 358,945 549,142

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当期純利益金額
(千円)

358,945 549,142

期中平均株式数(株) 19,322,092 19,684,989

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 970,705 584,653

(うち新株予約権(株)) (970,705) (584,653)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ －

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　


