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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13期

第１四半期連結
累計期間

第14期
第１四半期連結

累計期間
第13期

会計期間
自　2018年１月１日
至　2018年３月31日

自　2019年１月１日
至　2019年３月31日

自　2018年１月１日
至　2018年12月31日

売上高 （千円） 2,421,191 2,997,314 12,133,898

経常損失（△） （千円） △319,611 △188,435 △29,092

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △3,287,793 △290,466 △3,257,497

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △3,287,793 △290,466 △3,257,497

純資産額 （千円） 3,582,979 3,372,115 3,648,750

総資産額 （千円） 7,497,448 7,265,487 6,872,390

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △394.76 △34.46 △388.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 47.6 46.2 52.9

（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

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（当社および当社の関係会社）が営む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、新たな事業等のリスクの発生、または前事業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【経営者による財政状態、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、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の状況

　当社グループが事業を営む国内スマートフォンゲームの市場規模は、2019年度予想が11,397億円（前年比伸び率

105.3%）、2018年度予想が10,815億円（前年比102.2%）、2017年度は10,580億円(同109.1%)、2016年度は9,690億

円（同104.3%）というように、緩やかに成長しているものの成熟市場となっております（ファミ通ゲーム白書）。

　成熟期に入ったスマートフォンゲーム市場では、資金調達力などの企業体力に限界のある小・中規模事業者の淘

汰、事業者間の合従連衡の動きなど業界構造が大きく変化しております。また、中国・韓国企業パブリッシングタ

イトルのシェアも年々増加しており、競争は更に激化している状況となっております。

　このような環境のもと、当社グループは、スマートフォンゲームの運営に特化したゲームサービス事業を営んで

おります。既にリリースされているゲームタイトルをゲームメーカーから買取や協業またはM&Aで仕入れ、国内最

大数のゲーム運営で蓄積したビッグデータに基づくノウハウやAI基盤を活用することで、ユーザーの皆さまが長

く、ワクワク楽しめる「10年空間」の実現を目指しております。

　当第１四半期連結累計期間においては、２タイトルの仕入と３タイトルのエンディングを行いました結果、同四

半期連結会計期間末の運営タイトル数は37タイトルとなっております。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,997,314千円（前年同期比23.8％増）、営業損失は162,424

千円（前年同期は営業損失291,182千円）、経常損失は188,435千円（前年同期は経常損失319,611千円）、親会社

株主に帰属する四半期純損失は290,466千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失3,287,793千円）と

なっております。

　なお、当第１四半期連結累計期間における当社グループはゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セ

グメント情報は記載しておりません。
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(2）財政状態の分析

①　資産の部

　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて393,097千円増加し、7,265,487

千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加（前連結会計年度末比477,349千円の増加）があった一方

で、のれんの減少（前連結会計年度末比85,033千円の減少）などがあったことによるものであります。

②　負債の部

　当第１四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて669,732千円増加し、3,893,372

千円となりました。これは主に、社債の増加（前連結会計年度末比427,750千円の増加）、1年内償還予定の社債の

増加（前連結会計年度末比200,000千円の増加）があった一方で未払法人税等の減少（前連結会計年度末比99,884

千円の減少）などがあったことによるものであります。

③　純資産の部

　当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて276,634千円減少し、

3,372,115千円となりました。これは、資本金の増加（前連結会計年度末比6,954千円の増加）資本剰余金の増加

（前連結会計年度末比6,954千円の増加）があった一方で利益剰余金の減少（前連結会計年度末比290,542千円の減

少）があったことによるものであります。

 

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の分析については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値

で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、2019年３月28日に公表いたしました2018年12月期の有価証券報告書に記載

した「対処すべき課題」について、重要な変更事項はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

当社は、2019年２月26日開催の取締役会において、当社100％出資の連結子会社である株式会社マイネットゲーム

スを吸収合併存続会社、株式会社GMGを吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を決議し、2019年４月１日付で当該吸

収合併を実施しました。

詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであり

ます。
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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 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2019年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2019年５月15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 8,458,200 8,458,200
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、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、単元株式数は

100株であります。

計 8,458,200 8,458,200 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2019年１月１日～

2019年３月31日

（注）

37,200 8,458,200 6,954 3,006,397 6,954 2,986,954

（注）新株予約権行使による増加であります。

 

（５）【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。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（2018年12月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

①【発行済株式】

2018年12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

8,418,700
84,187

株主として権利内容になんら

限定のない当社における標準

となる株式

単元未満株式
普通株式

2,300
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 8,421,000 － －

総株主の議決権 － 84,187 －

（注）　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式230株が含まれています。

 

 

②【自己株式等】

2018年12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
有株式数の割
合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

（注）　上記自己保有株式には、単元未満株式230株が含まれておりません。

 

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（2019年１月１日から2019

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本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。
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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
(2018年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,051,001 3,528,351

売掛金 1,492,514 1,441,833

未収還付法人税等 42,950 42,950

その他 252,355 345,820

流動資産合計 4,838,821 5,358,955

固定資産   

有形固定資産 106,746 124,073

無形固定資産   

のれん 773,938 688,905

その他 127,267 141,258

無形固定資産合計 901,205 830,163

投資その他の資産   

長期前払費用 359,413 336,734

繰延税金資産 303,612 237,091

その他 362,591 378,469

投資その他の資産合計 1,025,616 952,295

固定資産合計 2,033,568 1,906,532

資産合計 6,872,390 7,265,487

負債の部   

流動負債   

買掛金 315,040 374,337

未払金 228,910 333,705

1年内返済予定の長期借入金 121,806 55,407

1年内償還予定の社債 744,500 944,500

未払法人税等 140,979 41,094

賞与引当金 － 43,306

サーバー不正アクセス対策引当金 32,100 30,000

その他 257,053 260,021

流動負債合計 1,840,389 2,082,372

固定負債   

社債 1,383,250 1,811,000

固定負債合計 1,383,250 1,811,000

負債合計 3,223,639 3,893,372

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,443 3,006,397

資本剰余金 2,980,000 2,986,954

利益剰余金 △2,346,434 △2,636,976

自己株式 △353 △353

株主資本合計 3,632,656 3,356,022

新株予約権 16,093 16,093

純資産合計 3,648,750 3,372,115

負債純資産合計 6,872,390 7,265,487
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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　2018年１月１日
　至　2018年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

売上高 2,421,191 2,997,314

売上原価 1,618,620 1,915,802

売上総利益 802,570 1,081,512

販売費及び一般管理費 1,093,753 1,243,936

営業損失（△） △291,182 △162,424

営業外収益   

受取利息 11 14

消費税差額等 310 6

為替差益 － 433

その他 259 140

営業外収益合計 582 595

営業外費用   

支払利息 1,537 203

社債利息 － 3,026

株式交付費 220 －

社債発行費 24,325 23,318

為替差損 2,044 －

その他 882 57

営業外費用合計 29,010 26,606

経常損失（△） △319,611 △188,435

特別損失   

固定資産除却損 2,826 －

減損損失 1,740,498 －

サーバー不正アクセス対策損失 ※１ 493,310 －

特別損失合計 2,236,634 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,556,246 △188,435

法人税、住民税及び事業税 4,937 35,586

法人税等調整額 726,610 66,444

法人税等合計 731,547 102,030

四半期純損失（△） △3,287,793 △290,466

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △3,287,793 △290,466
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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　2018年１月１日
　至　2018年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2019年１月１日
　至　2019年３月31日)

四半期純損失（△） △3,287,793 △290,466

四半期包括利益 △3,287,793 △290,466

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,287,793 △290,466

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

 

　（重要な引当金の計上基準）

　サーバー不正アクセス対策引当金

当社グループである株式会社マイネットゲームスのサーバーへの不正アクセスが発生したことによる協業先への

補填等の支出に備えるため、費用負担額として見込まれる金額を計上しております。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※１．サーバー不正アクセス対策損失

当社グループである株式会社マイネットゲームスのサーバーへの不正アクセスが発生したことにより見込まれる協

業先への補填等をサーバー不正アクセス対策損失として計上しております。
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（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（のれんを除く無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。）及び

のれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2018年１月１日
至　2018年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年３月31日）

減価償却費 197,104千円 107,458千円

のれんの償却額 118,963千円 85,033千円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2018年１月１日　至　2018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。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019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、ゲームサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社マイネット(E31991)

四半期報告書

14/19



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失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　2018年１月１日
至　2018年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2019年１月１日
至　2019年３月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △394円76銭 △34円46銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千

円）
△3,287,793 △290,466

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損

失（△）（千円）
△3,287,793 △290,466

普通株式の期中平均株式数（株） 8,328,570 8,429,724

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

－ －

　 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、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。
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（重要な後発事象）

（連結子会社の合併）

　2019年４月１日付で、当社の連結子会社である株式会社マイネットゲームスを存続会社、株式会社GMGを消滅

会社とする吸収合併を実施しました。

 

(1) 取引の概要

①　結合当事企業の名称及び当該事業の内容

（吸収合併存続会社）

名称　　　株式会社マイネットゲームス

事業内容　ゲームサービス事業

（吸収合併消滅会社）

名称　　　株式会社GMG

事業内容　ゲームサービス事業

②　企業結合日

2019年４月１日

③　企業結合の法的形式

株式会社マイネットゲームスを存続会社、株式会社GMGを消滅会社とする吸収合併

④　結合後企業の名称

株式会社マイネットゲームス

⑤　その他取引の概要に関する事項

　本合併は、ゲームサービス事業を担う経営資源を集約させることで、より一層のサービス運営力の向上

と効率的な運営管理体制の構築を目的としております。

 

(2) 実施する会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引として処理いたします。

 

（譲渡制限付株式としての新株式の発行）

　当社は、2019年５月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うことを決議い

たしました。

 

(1) 発行の目的及び理由

当社は、2019年５月15日開催の取締役会において、所定の要件を満たす当社の従業員を対象に、当社グ

ループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象従業員と株主の皆様との一

層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行います。

 

(2) 発行の概要

①　払込期日 2019年７月16日

②　発行する株式の種類及び数 普通株式　125,000株

③　発行価額 １株につき金962円

④　発行総額 120,250,000円

⑤　資本組入額 １株につき481円

⑥　資本組入額の総額 60,125,000円

⑦　募集又は割当方法 特定譲渡制限付株式を割当てる方法

⑧　出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による

⑨　割当対象者及びその人数
　　並びに割当株式数

当社の従業員　17名　125,000株

⑩　譲渡制限期間 2019年７月16日～2023年７月15日
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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  

 

2019年５月15日

株式会社マイネット

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯畑　史朗　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 齊藤　直人　　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マイ

ネットの2019年１月１日から2019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(2019年１月１日から2019年

３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年１月１日から2019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、株式会社マイネット及び連結子会社の2019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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