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◆ 「駅メモ！」を代表とする位置ゲームと着メロがコア事業 

・モバイルファクトリー（以下、同社）は、スマートフォン、フィーチャーフォン

ユーザーに対し、各種のゲーム・コンテンツサービスを提供するモバイル

サービス提供企業である。 

 

◆ 証券リサーチセンターは 16 年 12 月期業績予想を上方修正 

・証券リサーチセンター（以下、当センター）では、同社の主力の「駅メモ！」

は、効果的に広告宣伝費を活用することで今後も好調に推移すると予想

する。 

・上方修正後の同社利益予想に関しては、費用面でバッファがあると考え

る。一方、課題である新作ゲームによる収益の貢献は十分でなく、長期

的な成長性に関しての見方は大きく変更せず、足元の業績を上積みす

るにとどめた。 

・当センターは 16/12 期の業績について、売上高 2,007 百万円（前期比

14.6%増）、営業利益 558 百万円（同 77.8%増）、経常利益 558 百万円

（同 82.6%増）、当期純利益 358 百万円（同 93.6%増）と予想する。 

 

◆ 「Pokémon GO」により業界のポテンシャルが高まる 

・「Pokémon GO」のサービス開始による影響は未知な部分もあるが、従来

スマートフォンでプレイしなかったユーザーが新たにゲームをするように

なりつつあり、同社にはポジティブな影響を予想する。 

 

◆ 投資に際しての留意点 

・同社の株価は、7 月の「Pokémon GO」による市場拡大期待感から、既に

2 倍以上に上昇しており、短期的には過熱感が強いと思われる。バリュエ

ーション指標が従来の範囲を大きく超えており、同社株は短期的には悪

材料等に反応し易い状況にある可能性を否定できない。 

・同社の位置ゲーム市場におけるポジションは、今後も維持出来るものと

当センターは考える。 

 

 

 

 

  

スマートフォンの枠を超えた体験型ゲームのエンターテインメント企業を目指す 

主力の位置ゲームが好調で、16年 12月期業績予想を上方修正 
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＞  要旨 

 

 

 

 

株価 （円）

発行済株式数 （株）

時価総額 （百万円）

前期実績 今期予想 来期予想

PER （倍） 81.0 42.7 34.1

PBR （倍） 10.4 8.3 7.0

配当利回り（%） 0.3 0.2 0.2

1 カ月 3 カ月 12カ月

リターン　（%） 14.3 164.0 426.4

対TOPIX （%） 13.7 142.4 439.5

【株価チャート】

【主要指標】
2016/9/9
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3912（左） 相対株価（右）
（円）

（注）相対株価は対TOPIX、基準は2015/9/11

（倍）

【 3912 モバイルファクトリー　業種：情報・通信業 】

売上高 前期比 営業利益 前期比 経常利益 前期比 純利益 前期比 EPS BPS 配当金

(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%) (円) (円) (円)

2014/12 1,540 -0.9 211 52.0 212 52.5 118 73.9 58.1 444.5 0.0

2015/12 1,751 ― 314 ― 305 ― 185 ― 80.1 622.7 20.0

2016/12 CE 1,888 12.5 520 65.7 521 70.4 340 84.0 72.3 ― 22.0

2016/12 E 2,007 14.6 558 77.8 558 82.6 358 93.6 76.1 390.4 22.0

2017/12 E 2,232 11.2 649 16.2 649 16.2 448 25.0 95.1 463.0 29.0

2018/12 E 2,454 9.9 721 11.1 721 11.1 498 11.2 105.7 540.1 32.0

(注) E:証券リサーチセンター予想、2015/12期から連結決算に移行、16年9月末を基準に1株を2株とする株式分割予定、16/12期以降の一株指標は株式分割修正後

決算期
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◆ 高成長の位置ゲームと安定収益源の着メロコンテンツが 2 本柱 

モバイルファクトリー（以下、同社）は、スマートフォン、フィーチ

ャーフォンユーザーに対し、各種のゲーム・コンテンツサービスを提

供するモバイルサービス提供企業である。 

 

同社が提供するサービスは、大きく、①SNS 注 1 プラットフォームや

アプリマーケット注 2を通じて、「位置情報連動型ゲーム注 3（以下、位

置ゲーム）」や「スマートノベル」等のゲームを配信するソーシャル

アプリサービスと、②「着メロ」や「占い」等のエンターテインメン

トを提供、運営するコンテンツサービスに分類される。 

 

◆ ニッチトップに狙いを定めた位置ゲーム 

同社はソーシャルアプリサービスにおいて、①位置ゲーム、②スマー

トノベルの 2 種類のサービス提供を行っている。 

 

同社がサービスを提供している位置ゲームには、二つの特性がある。

一つ目は、通勤・通学、買い物といった日常の移動や、旅行、帰省と

いった長距離の移動に至るまで移動自体をゲームの要素に取り込ん

でおり、ゲームを始めたユーザーが、更に移動したくなる動機を提供

している。 

 

二つ目は、ゲームにて、ランキングが表示されるだけでなく、ユーザ

ーの過去の移動がログとして記録されており、ゲームも単純で移動中

の空き時間に気軽にできる為、通常のゲームと比較して、継続率注 4

が高くなっている。 

 

同社は、11 年に「駅奪取」「駅奪取 PLUS」といった位置ゲームのサ

ービスを開始して以来、現在まで 5 年以上運営を継続しており、ユー

ザーからの支持を拡大させている。 

主なサービス名 内容

　

位置情報連動型ゲーム 成長ドライバー

駅奪取、駅奪取Plus

ステーションメモリーズ！

ふなっしーのおさんぽ日和

位置情報を利用したゲームであり、コレク

ション要素も兼ね備えたゲーム。

スマートノベル 縮小

ただいまっ!うちカノジョ

俺の彼女が２人とも可愛すぎる！

おまちしておりました！ご主人様!!

俺の恋人は２人とも可愛すぎる!!

少年漫画誌を彷彿させるような健全なラブ

コメ的シナリオのノベルゲーム。

着メロ キャッシュカウ
最新曲★全曲取り放題

ヒットミュージック♪取り放題

スマートフォン、フィーチャーフォンで

の着信メロディ配信を行う。

占い等 キャッシュカウ 魚ちゃん☆激辛占い 占い、デコメサイトなど

提供するモバイルサービス

ソーシャルアプリサービス

コンテンツサービス

【 図表 1 】事業の概況                          

（出所）証券リサーチセンター 

＞ 事業内容 

（注 2）アプリマーケット 

iPhone や Android 等のスマートフォ
ンで使用するゲームや各種ソフト
ウェアが登録されている公式サイ

トのことで、それぞれ App Store、
Google Play と呼ばれる。 

 

（注 3）位置情報連動型ゲーム 

スマートフォンやフィーチャーフ

ォンに搭載されている GPS 機能を
利用して得られる位置情報をゲー
ム上にて利用するもので、実際の移

動そのものが楽しみやゲームの要
素となっている。 

 

（注 4）継続率 

ゲームを始めたユーザーが引き続

き継続して遊び続ける割合を指し、
これが高いほど、累積的なアクティ
ブユーザーが増えやすい。 

（注 3）位置情報サービスプラット

フォームとは、株式会社コロプラ社

が提供している位置情報を利用し

たゲームを提供するプラットフォ

ームのこと。 

 

（注 1）SNS 

ソーシャル・ネットワーキング・サ

ービスの略。インターネット上での

交流を通じて、社会的ネットワーク

を構築するサービスをさす。SNS プ

ラットフォームとは、ゲーム等の

様々なサービスを提供・配信する為

の土台となるサービスを指す。 
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同社の位置ゲームの特徴は、（イ）「駅」を他人と奪い合うという競争

要素、（ロ）訪れた場所が履歴として残るライフログ要素、（ハ）奪取

済みの駅や路線、称号等を集めるコレクション要素等の 3 つであり、

全国 9,000以上の駅すべてを回るコアなユーザーから通勤中に楽しむ

ライトユーザーまでユーザー層は多様である。 

 

14 年 6 月には、フジテレビジョンとタイアップし、駅を収集するコ

レクション要素をより強く打ち出した「ステーションメモリーズ！

（以下、駅メモ！）」を発表した。また、位置ゲームの特性を活かし

たイベントとして地方自治体や鉄道事業者と協業した取り組みを行

い、モバイル端末にとどまらず、より現実と連動した企画を進める

ことで、位置ゲームが現在の同社の成長ドライバーの役割を担って

いる。 

 

◆ スマートノベルは縮小傾向 

同社のスマートノベル注 5は、10 代から 30 代の男性を主なターゲット

とした、恋愛シミュレーションゲームである。15 年に累計 200 万人

にインストールされており、コアなユーザーからの支持を得ている。

しかし、位置ゲームへ経営リソースを集中する為、現在事業は縮小傾

向にあり、15 年 6 月の新規サービスリリースを最後に、縮小してい

く計画である。 

 

◆ 着メロを中心とする安定収益源のコンテンツサービス 

同社はコンテンツサービスにおいて、着信メロディ注 6（以下、着メロ）、

占い等のサービスを展開している。このうち、収益面では着メロが大

部分を占めている。 

 

着メロは、スマートフォン、フィーチャーフォンユーザーを対象に、

定額の月額課金で、J-POP、洋楽、アニメ、K-POP 等幅広いジャンル

の着メロ、着信音、メール音が無制限に取り込めるサービスである。

同社は、社内に各種音源、メロディ制作チームが整っており、ドラ

マ、映画、CM 等で話題が旬のうちにサービスに追加できる体制を構

築できている。同サービスは、04 年 5 月にサービスを開始して以来、

既に 12 年近く経過しており、同社の安定収益源となっている。 

 

同社は、着メロ市場において、トップを追う 2 位グループに位置し

ている。着メロ市場全体は縮小傾向にあるものの、15 年末の時点で

は、同社の着メロサイトは 28 万人以上の有料会員数を抱えており、

新規投資を多く必要としない為、安定した収益源となっている 

 

同社は、現在スマートフォンサイト、フィーチャーフォンサイトを合

わせて多くのサイトを運営しているが、位置ゲームへ経営リソースを

（注 5）スマートノベル 

ユーザーがストーリー性のあるシ

ナリオを楽しむことを目的とした

ノベル型ゲームのこと。 

 

 

 

 

 

（注 6）着信メロディ 

携帯電話、スマートフォン等で、電

話が着信したことを知らせる着信

音として、各種の音楽メロディ等に

変更できる機能のこと。正確には、

着メロは、商標登録されている為、

全ての着信メロディが着メロと表

現できるわけではない。 
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集中するため、開発コストは最低限に抑え、広告宣伝を効果的に行う

ことで、コンテンツサービスのマーケットシェアを維持し、収益性を

高めることに努めている。 

 

◆ 開発リソースシフトはほぼ完了した模様 

同社は、位置ゲームの伸びに併せて、社内の開発人員をコンテンツ

サービス、スマートノベルから位置ゲームにシフトさせてきた。こ

の過程で、収益構造や事業構造が大きく変化してきたが、その流れ

は、過去 1 年でほぼ一巡してきたと、証券リサーチセンター（以下、

当センター）では考える。 

 

スマートノベルの新作開発は、15 年 6 月に終了し、16 年 2 月に関連

するイベント等も終了した。これに伴った社内の関連部門の人員の

多くは、位置ゲームにシフトした。スマートノベルの開発は、画像

を中心に外注費のかかる事業であったが、15/12 期第 3 四半期より外

注費は大きく減少しており、今後は位置ゲーム開発に沿った形での

変動が中心になると当センターでは考える。また、売上原価の一定

のウェイトを占めていたシステム利用料注 7 も、スマートノベルの売

上減に連動して徐々に減少してきたが、この流れも今後は緩やかな

ものに留まると予想される。 

 

また、コンテンツサービスに関しては、スタメロ－スタンプ＆メロ

ディとり放題（以下、スタメロ）を 16 年 2 月に立ち上げたが、収益

の落ちを最小限に食い止める為の施策で、コンテンツサービス事業

を再び大きく拡大させる事が目的ではない。同事業の開発要員は最

小限に留め、位置ゲームの開発に集中している。 

 

位置ゲームの中では、「駅メモ！」iOS/Android 版が業績を牽引してお

り、ネット売上高注 8 の全売上高に占める割合が急速に伸び、足元で

は 4 割程度まで拡大している（図表 2）。 

（注 7）システム利用料 

DeNA や GREE 等の他社のプラット

フォームを使用することで発生す

る利用料のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 8）ネット売上高 

システム利料、回収代行手数料等、

コストを控除した後の売上高この

と。 

通常、同社では、他社ブランドで立

ち上げた際は、上記コストを除いた

ものが同社の売上として計上され

る。 

 

＞ 事業環境 

【 図表 2 】グロスネット売上割合推移            

（出所）モバイルファクトリー決算説明会資料 
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同社の場合では、スマートノベル等のグロス売上として計上されて

いる事業から「駅メモ!」iOS/Android 版を中心とするネット売上とし

て計上されている事業へ経営資源をシフトさせている為、表面的な

売上の変動からは、実際の事業の勢いを測ることは難しい。このた

め、同社は 15/12 期第 2 四半期より、従来のグロス売上高とネット売

上高の混在した売上高とは別に、グロス売上高から、システム利用

料と回収代行手数料を除いたベースの売上高に、ネットの売上高を

合算した差引売上高注 9を説明会資料に掲載している。 

 

15/12 期第 1 四半期より、売上高と差引売上高の伸び率に差が出始め、

昨年 1 年間ネット売上高で計上する事業が大きく加速する一方で、

グロス売上高で計上するスマートノベル等の事業が縮小してきたこ

とが見て取れる。その差が最も開いていたのは、15/12 期第 4 四半期

で、その後は徐々に差が縮小し、16/12 期第 2 四半期では、ほぼ伸び

率が同程度となっており、急激な事業のシフトは一巡したものと考

えられる（図表 3）。 

 

また、16/12 期第 1 四半期の売上高が前四半期比 5.2%減、差引売上高

も同 2.3%減と、前四半期比減収であったにもかかわらず、コスト削

減効果で大幅増益を確保できた点も、事業構造の変化が進んだため

と考えられる（図表 3）。 

 

 

 

 

【 図表 3 】差引売上高推移         （単位：千円）    

（出所）モバイルファクトリー決算説明会資料より証券リサーチセンター作成 

（注 9）差引売上高 

全売上－システム利用料（売上原

価） －回収代行手数料（販管費）

のこと。 

グロス売上高から、外部プラットフ

ォームへの諸経費を除いたベース

の売上高となり、すべてがネット売

上高ベースに換算される。 
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◆ 「Pokémon GO」のサービス開始 

最近の最も大きな出来事は、16年 7月からのNiantic社（15年にGoogle

社から独立）による「Pokémon GO」のサービス開始であろう。海外

で先にサービスが開始され、高い注目度の中で、国内でもサービスが

開始された。 

 

国内でのダウンロード数は、株式会社ヴァリューズの調査によれば、

配信から 3 日間で 1,147 万件と、ゲームカテゴリーではトップ、

Instagram に次ぎ歴代 4 位と、非常に大きな反響であった。 

 

決算説明会で宮嶌社長は、今までスマートフォンでゲームをプレイし

ていなかった層が新たなユーザーとしてゲームを始めることが期待

でき、また位置ゲームの認知度が上昇することで、コンテンツ保有企

業の位置ゲームへの関心度が高まり、事業展開を検討する際に同社を

提携先として選択する可能性が高まるとして、同社の位置ゲーム事業

にもポジティブな影響が期待できるとコメントしていた。 

 

同社によれば、8 月時点でプラスにもマイナスにも特に影響は出てお

らず、今後拡大を期待したいということであった。 
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◆ 16 年 12 月期上期は 22.7%増収、経常利益は 134.5%増 

16/12 期第 2 四半期累計期間（以下、上期）の連結業績は、売上高 982

百万円（前年同期比注 1022.7%増）、営業利益 299 百万円（同 120.1%増）、

経常利益 300 百万円（同 134.5%増）、純利益 197 百万円（同 161.0%

減）であった。 

 

第 2 四半期の売上高は 499 百万円（前四半期比 3.7%増）と緩やかな

伸びであったが、主力の位置ゲームの売上高は 266 百万円（同 14.3%

増）と、増収率は、第 1 四半期から加速しており、広告宣伝費を増や

したことでアクティブユーザー、及び一人当たりの課金額が増加した

と当センターでは考える（図表 4）。 

 

位置ゲームでは、体験型イベントとして、株式会社タカラッシュと提

携し、東京都内の駅に隠されたリアル宝探しイベントを実施した。同

社は、当初このイベントにより、新規ユーザーの獲得を期待していた

が、期待していたほど新規ユーザーの獲得は出来なかった。一方、既

存ユーザーが予想以上に同イベントに参加し、アクティブユーザーの

活性化に貢献した。 

 

16 年 2 月からサービスを開始した「ふなっしーのおさんぽ日和」は、

同社が期待したほどには利用者が増えておらず、利用者増加施策に注

力中である。業績への本格貢献を含め、同社の次の収益の牽引役とな

れるかどうか今後見極めが必要となろう。 

 

スマートノベルは、既に新規サービス、イベント等の開催はなく、売

上高の減少傾向が続いたが計画以上の数字に着地した。スマートノベ

ルの売上高は同社が計画するように今後も緩やかに減少してゆくこ

とが予想される。 

 

コンテンツサービスは、減収幅を最小限に留め安定化を図る中で、四

半期売上高は減少が続いていたが、スタメロの増収が貢献し、第 2

四半期 の売上高は、202 百万円（前四半期比 1 .1%増）と増収となっ

た。スタメロは、堅調な推移が期待されるものの、着メロは減収が続

いており、同事業は緩やかに減収が続くと同社は見ている。 

 

売上原価を見てみると、新規サービス開始に伴ってソフトウェアの減

価償却費が第 2 四半期には 26 百万円（同 18 百万円増）と増加してい

る。同社はソフトウェア及びコンテンツの正確な償却期間は開示して

いないが、比較的短期間にソフトウェアを償却する為、減価償却費が

ピークアウトするのは早い。 

 

販管費の中で変動の激しい項目は、広告宣伝費であるが、第 2 四半期

においては、68 百万円（同 16 百万円増）と費用を抑えた第 1 四半期

＞ 決算概要 

（注 10）前年同期比 

同社は、15/12 期第 3 四半期より連

結決算を始めた為、比較対象の前上

期は、非連結ベース。 
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から大きく増加しており、今後もマーケットの状況、同社位置ゲーム

のアクティブユーザーの状況に応じて、大きく振れることが予想され

る。 

 

16/12 期第 2 四半期の営業利益は、148 百万円（前四半期比 2.1%減）

と第 1 四半期からわずかに減益となった。新サービス開始による減価

償却費の増加と、体験型イベント実施による広告宣伝費の増加が増収

効果を上回ったことが要因であるが、第 1 四半期の営業利益が費用の

抑制により 15/12 期第 4 四半期に比べて 85.2%の増加であった事を考

慮すれば、堅調に推移しているものと、当センターでは考える。 

 

営業利益率は、15/12 期の 17.9%から 16/12 期第 1 四半期 31.4%、第 2

四半期 29.6%へと急速に改善している。この要因はグロス売上高で計

上され、更に外注費等がかかっていたスマートノベルが減少すると同

時に、限界利益率が高く、ネット売上高で計上される「駅メモ！」が

伸びていることが大きい。 

   

【 図表 4 】四半期業績の推移               （単位：百万円）           

（出所）モバイルファクトリー決算短信、決算説明会資料を基に証券リサーチセンター作成 

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

売上高 365 386 398 391 408 442 508 482 499

対前四半期比 -6.2% 5.8% 3.1% -1.6% 4.3% 8.4% 14.8% -5.2% 3.7%

ソーシャルアプリ 144 170 184 177 195 238 304 282 297

対前四半期比 -6.5% 18.1% 8.2% -3.3% 10.2% 21.6% 27.7% -7.3% 5.5%

位置ゲーム 56 83 96 104 120 160 225 233 266

対前四半期比 - 48.2% 15.7% 8.9% 14.9% 33.6% 40.7% 3.3% 14.3%

  スマートノベル 82 81 86 71 75 74 71 46 30

対前四半期比 - -1.2% 6.2% -16.4% 4.6% -1.0% -4.0% -34.4% -35.4%

その他 5 5 1 1 0 3 6 2 0

対前四半期比 - 0.0% -80.0% 37.2% -54.2% 433.3% 106.9% -71.0% -54.8%

コンテンツサービス 221 216 214 213 212 204 204 200 202

対前四半期比 -5.6% -2.3% -0.9% -0.1% -0.6% -3.8% -0.1% -2.1% 1.1%

売上原価 171 201 209 183 205 190 216 169 186

売上構成比 46.8% 52.1% 52.5% 46.9% 50.4% 43.0% 42.6% 35.2% 37.3%

システム利用料 45 52 55 51 51 51 50 38 42

減価償却費 27 30 50 30 33 14 16 8 26

外注費 8 7 7 7 9 10 9 5 4

その他 90 112 96 93 110 113 140 116 113

販管費 139 140 131 138 135 156 210 161 165

売上構成比 38.1% 36.3% 32.9% 35.4% 33.3% 35.3% 41.3% 33.4% 33.0%

広告宣伝費 51 62 51 50 47 64 122 52 68

代金回収手数料 30 28 29 28 28 27 26 22 21

その他 57 49 51 60 59 64 60 86 75

営業利益 54 44 56 69 65 96 81 151 148

営業利益率 14.9% 11.5% 14.3% 17.7% 15.9% 21.7% 16.1% 31.4% 29.6%

経常利益 54 45 56 62 65 96 81 151 148

経常利益率 14.8% 86.5% 14.1% 15.8% 16.1% 21.8% 16.0% 31.4% 29.8%

純利益 28 26 29 34 41 60 48 96 100

純利益率 7.7% 6.7% 7.3% 8.8% 10.1% 13.8% 9.6% 20.1% 20.1%

14/12期 15/12期
決算期

16/12期
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◆ 16 年 12 月期通期業績予想を上方修正 

同社は、16/12 期通期業績に関して、売上高を 1,971 百万円（当初予

想比 4.4%増）、営業利益 520 百万円（同 13.0%増）、経常利益 521 百

万円（同 13.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益 340 百万円（同

13.9%増）へと上方修正した（図表 5）。 

 

主力のソーシャルアプリサービスが引き続き堅調に推移すること、

コンテンツサービスが上期において、計画以上で推移したことが、

今回上方修正した主な要因である。 

  

スマートノベルについては、海外版「My Sweet Roomies!」が想定以

上で推移しているものの、注力分野ではない為、リソースを増やす

ことなく運営していく方針である。また、コンテンツサービスにつ

いては、スタメロのコンテンツ強化を図り、同サービスの減収幅を

最小限にするよう注力していく予定である。 

 

売上高を 83 百万円上方修正したが、その内訳は、コンテンツサービ

スの上方修正額が 2 百万円であり、残りの 81 百万円は、ソーシャル

アプリサービスの上方修正で、この大部分が「駅メモ！」の伸びに

よるものであると考えられる。営業利益の上方修正幅が 60 百万円で

あることから、同サービスの限界利益率の高さがうかがえる。 

 

上期の営業利益が 299 百万円であり、単純に 2 倍すれば 6 億円の営

業利益が視野に入ってくる為、同社の通期営業利益予想の 520 百万

円は保守的に映る。下期に広告宣伝費を中心に一定の販管費増を見

込んでいることが、下期の予想営業利益が上期実績を下回る理由と

しているが、広告宣伝費が同社の想定通りに支出されなかった場合

には、未消化分だけ営業利益は会社計画を上回ることになると思わ

れる。 

 

同社は、下期も引き続き、主力の「駅メモ」の体験型イベントを推

進し、新規ユーザー獲得に注力する。「駅奪取/駅奪取 PLUS」は既に

【 図表 5 】業績予想の修正              （単位：百万円）           

（出所）モバイルファクトリープレスリリース 

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

当初通期業績予想 1,888 460 460 299

修正後業績予想 1,971 520 521 340

増減率 4.4% 13.0% 13.2% 13.9%

＞ 業績予想 
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固定ユーザーを中心に安定運営を見込むものの、同社の位置ゲーム

における課題は、次の収益の柱の構築であり、「ふなっしーのおさん

ぽ日和」の新規ユーザーの獲得が今後の注目点であると当センター

では考える。 

 

同社は、位置ゲームの新作タイトルのスケジュールは公表していない

が、6 月末のコンテンツ仮勘定は 12 百万円と 3 月末の 0.4 百万円から

大きく伸びていることから、新作の開発が進んでいると思われる。同

社はコストの抑制を重視し、少ない人数での開発力を最大化すること

に注力してきたが、収益規模が拡大するにつれ成長を持続するために

は開発力の一層の強化が課題となってきており、開発人員の強化によ

り新作タイトルの充実が今後期待される。 

 

◆ 株式分割を発表 

同社は、流動性の向上と投資家層の拡大を目的に、7 月 22 日に 9 月

30 日を基準日として、普通株式 1 株を 2 株の割合をもって分割する

ことを発表した。分割後の配当に関しては、公約の配当性向 30％を

前提に、22 円/株とし、業績見通しの上方修正に連動する形で、従来

予定していた 39 円/株（分割修正後 19.5 円）から実質 5 円の増配を

公表した。 

 

◆ 証券リサーチセンターによる業績予想 

当センターも、同社の業績上方修正を受け、業績予想を上方修正し

た。 

 

16/12 期は売上高 2,007 百万円（前期比 14.6%増）、営業利益 558 百万

円（同 77.8%増）、経常利益 558 百万円（同 82.6%増）、当期純利益 358

百万円（同 93.6%増）と予想した。 

 

現在「駅メモ！」は、予想以上に好調に推移しており、これを反映し

た。また、同社は下期の広告宣伝費予算を上期に比べ厚めに積んでお

り、上方修正後の同社業績予想には、費用面でバッファがあると当セ

ンターでは考えている。また、「Pokémon GO」のサービス開始による

影響は未知数であるが、従来スマートフォンでゲームをプレイしなか

ったユーザー層が新たにゲームをするようになりつつあり、同社の位

置ゲームの対象ユーザーの分母が徐々に増えていくと予想する。一方

で、同社の課題である新作ゲームによる収益の安定化に関しては、「ふ

なっしーのおさんぽ日和」の貢献が十分ではない為、長期的な成長性

に関しての見方は、大きく変更せず、足元の堅調な業績を反映させる

だけにとどめた。 

 

同社は、新作開発要員の増員を検討しているようであり、同時並行し

て開発を進めることのできるラインの増加は、固定費増につながるも
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のの、同社の将来性を評価する上では、ポジティブであると当センタ

ーでは考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図表 6 】証券リサーチセンター業績予想 （損益計算書） （単位：百万円）                 

（注）E は証券リサーチセンター予想 

（出所）証券リサーチセンター 

決算期 14/12単 15/12連 16/12連(E) 17/12連(E) 18/12連(E)

売上高 1,540 1,751 2,007 2,232 2,454

前期比 -0.9% 13.7% 14.6% 11.2% 9.9%

サービス別

653 916 1,217 1,482 1,742

前期比 -2.6% 40.2% 32.9% 21.7% 17.5%

300 610 1,082 1,392 1,674

前期比 7.7% 103.5% 77.2% 28.6% 20.3%

スマートノベル 332 293 132 85 63

前期比 -7.6% -11.8% -55.0% -35.0% -25.0%

その他 21 12 3 5 5

前期比 -35.6% -42.0% -75.6% 0.0% 0.0%

コンテンツサービス 886 835 790 750 712

前期比 0.4% -5.8% -5.4% -5.0% -5.0%

営業利益 211 314 558 649 721

前期比 52.0% 48.5% 77.8% 16.2% 11.1%

営業利益率 13.7% 17.9% 27.8% 29.1% 29.4%

経常利益 212 305 558 649 721

前期比 52.5% 43.9% 82.6% 16.2% 11.1%

経常利益率 13.8% 17.5% 27.8% 29.1% 29.4%

当期純利益 118 185 358 448 498

前期比 73.9% 56.5% 93.6% 25.0% 11.2%

ソーシャルアプリサービス

位置情報連動型ゲーム
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【 図表 7 】財務状態、キャッシュ・フローの予想               （単位:百万円）                  

（注）E は証券リサーチセンター予想 

（出所）証券リサーチセンター 

決算期 14/12 15/12 16/12E 17/12E 18/12E

貸借対照表

　現預金 624 1,116 1,423 1,718 2,038

　売掛金 327 449 467 519 571

　その他 38 48 50 53 56

流動資産 989 1,613 1,940 2,290 2,665

　有形固定資産 36 44 127 137 147

　無形固定資産 65 29 23 28 36

　投資その他の資産 93 108 108 108 108

固定資産 194 182 259 274 293

資産合計 1,184 1,795 2,200 2,564 2,958

　買掛金 11 6 8 9 10

　未払金 119 129 125 117 118

　未払法人税等 73 95 120 120 133

　その他 64 87 95 124 140

流動負債 267 317 348 370 401

　資産除去債務 11 11 11 11 11

固定負債 11 11 11 11 11

純資産合計 905 1,467 1,840 2,182 2,545

(自己資本) 905 1,467 1,840 2,182 2,545

キャッシュ･フロー計算書

　税金等調整前当期純利益 212 305 558 649 721

　減価償却費 126 104 75 100 131

　売上債権の増減額（－は増加） -56 -122 -17 -52 -52

　仕入債務の増減額（－は減少） -8 -5 2 0 0

　賞与引当金の増減額（－は増加） 1 24 2 5 5

　その他 16 31 -1 14 9

　法人税等の支払額 -110 -121 -175 -200 -209

営業活動によるキャッシュ･フロー 181 216 444 516 605

　有形固定資産の取得による支出 0 -13 -14 -20 -20

　無形固定資産の取得による支出 -127 -80 -75 -100 -131

　その他 2 0 0 0 0

投資活動によるキャッシュ･フロー -124 -93 -89 -120 -151

　株式発行による収入 - 487 0 0 0

　配当金の支払額 - 0 -47 -101 -133

　その他 0 -119 0 0 0

財務活動によるキャッシュ･フロー - 368 -47 -101 -133

現金及び現金同等物に係る換算差額 - - - - -

現金及び現金同等物の増減額（－は減少） 56 491 307 294 320

現金及び現金同等物の期首残高 568 624 1,116 1,423 1,718

現金及び現金同等物の期末残高 624 1,116 1,423 1,718 2,038
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◆ 「駅メモ！」の伸びの一巡によるバリュエーションの低下 

同社の株価は、将来的に位置ゲーム市場において更にシェアを伸ばす

事がある程度織り込まれていると当センターでは考えている。その為、

「駅メモ！」の売上の伸び率が低下して、更に新作による売上高の増

加が見込めない場合には、コスト削減等により増益の確保等ができた

としても、株価バリュエーション指標が切り下がる可能性がある。 

 

◆ 「Pokémon GO」関連ニュースによる株価の変動 

同社の位置ゲームは、「Pokémon GO」の類似ゲームとして、注目度が

高まると同時に、関連銘柄として見られることが増えてきている。そ

の為、同社の業績が堅調であっても、「Pokémon GO」に関するネガテ

ィブな情報が発信された際には、同社株価も影響を受ける可能性があ

る。また、同社への影響は基本的にポジティブと考えるが、シェアの

奪い合いといった状況が見られた際は、株価はネガティブな影響を受

ける可能性がある。 

 

◆ 大手の参入による競争激化の可能性 

現在、位置ゲームジャンルは、ニッチ市場という認識のもと、参入企

業は限定的であるが、当市場が急激に拡大し、大手が参入してくると、

豊富な資金力を武器に一気にシェアを奪いにくる可能性がある。同社

のミドルリスク・ミドルリターンの堅実経営は、安心感がある半面、

爆発的な成長性という点ではやや劣る為、大手の新規参入には要注意

である。 

 

◆ 経営方針が大きく変わる可能性 

同社の強みの一つとして、収益性が確保できない事業は早期に縮小し、

赤字を継続することを避ける決断力があげられる。これは現在のコア

サービスであっても例外ではないと考えられ、外部環境の変化によっ

ては、現在の経営方針が大きく変更する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

＞ 投資に際しての留意点 
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証券リサーチセンターは、株式市場の活性化に向けて、中立的な立場から、アナリスト・カバーが不十分な企業を中心にアナリス

ト・レポートを作成し、広く一般にレポートを公開する活動を展開しております。 
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日本証券業協会  日本証券アナリスト協会 監査法人 A&Aパートナーズ いちよし証券株式会社 

「ホリスティック企業レポートとは」 

ホリスティック企業レポートとは、証券リサーチセンターが発行する企業調査レポートのことを指します。ホリスティック企業レ

ポートは、企業側の開示資料及び企業への取材等を通じて収集した情報に基づき、企業価値創造活動の中長期の持続可能性及び株

価評価などの統合的分析結果を提供するものです 
 

 魅力ある上場企業を発掘 

新興市場を中心に、アナリスト・カバーがなく、独自の製品・技術を保有している特徴的な企業を発掘します 

 企業の隠れた強み・成長性を評価 

本レポートは、財務分析に加え、知的資本の分析手法を用いて、企業の強みを評価し、企業の潜在的な成長性を伝えます。さらに、

今後の成長を測る上で重要な KPI（業績指標）を掲載することで、広く投資判断の材料を提供します 

 第三者が中立的・客観的に分析 

中立的な立場にあるアナリストが、企業調査及びレポートの作成を行い、質の高い客観的な企業情報を提供します 

本レポートは、企業価値を「財務資本」と「非財務資本」の両側面から包括的に分析・評価しております 

企業の価値は、「財務資本」と「非財務資本」から成ります。 

「財務資本」とは、これまでに企業活動を通じて生み出したパフォーマンス、つまり財務諸表で表される過去の財務成果であり、

目に見える企業の価値を指します。 

それに対して、「非財務資本」とは、企業活動の幹となる「経営戦略／ビジネスモデル」、経営基盤や ITシステムなどの業務プロ

セスや知的財産を含む「組織資本」、組織の文化や意欲ある人材や経営陣などの「人的資本」、顧客との関係性やブランドなどの「関

係資本」、社会との共生としての環境対応や社会的責任などの「ESG活動」を指し、いわば目に見えない企業の価値のことを言いま

す。 

本レポートは、目に見える価値である「財務資本」と目に見えない価値である「非財務資本」の両面に 

着目し、企業の真の成長性を包括的に分析・評価したものです。 
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本レポートの特徴 

本レポートの構成 

証券リサーチセンターについて 

  東証、証券会社、監査法人など 

証券リサーチセンター 上場企業 投資家・マスコミなど 

独自にカバー対象企業を選定し、

取材・レポート作成 

Web サイト、スマホアプリ等を

通してレポート提供（原則、無償） 

 

協賛 

上場企業による費用負担なし 
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 PER（Price Earnings Ratio） 

株価を 1株当たり当期純利益で除し

たもので、株価が 1株当たり当期純

利益の何倍まで買われているのかを

示すものです 
 

 PBR（Price Book Value Ratio） 

株価を 1株当たり純資産で除したも

ので、株価が 1株当たり純資産の何

倍まで買われているのかを示すもの

です 
 

 配当利回り 

1株当たりの年間配当金を、株価で除

したもので、投資金額に対して、どれ

だけ配当を受け取ることができるか

を示すものです 

 ESG 

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情

報を指します。近年、環境問題への関

心や企業の社会的責任の重要性の高

まりを受けて、海外の年金基金を中心

に、企業への投資判断材料として使わ

れています 
 

 SWOT分析 

企業の強み （ Strength ）、弱み

（Weakness）、機会（Opportunity）、

脅威（Threat）の全体的な評価を

SWOT分析と言います 
 

 KPI （Key Performance Indicator） 

企業の戦略目標の達成度を計るため

の評価指標（ものさし）のことです 

 知的資本 

顧客関係や業務の仕組みや人材力な

どの、財務諸表には表れないが、財務

業績を生み出す源泉となる「隠れた経

営資源」を指します 
 

 関係資本 

顧客や取引先との関係、ブランド力な

ど外部との関係性を示します 
 

 組織資本 

組織に内在する知財やノウハウ、業務

プロセス、組織・風土などを示します 
 

 人的資本 

経営陣と従業員の人材力を示します 

免責事項 

・ 本レポートは、一般社団法人 証券リサーチセンターに所属する証券アナリストが、広く投資家に株式投資の参考情報として閲覧

されることを目的として作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。 

・ 本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報に基づき、アナリストの取材により必要な補充を加え作成されたもので

す。本レポートの作成者は、インサイダー情報の使用はもとより、当該情報を入手することも禁じられています。本レポートに

含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検証されているものではありません。また、

本レポートは投資家が必要とする全ての情報を含むことを意図したものではありません。 

・ 本レポートに含まれる情報は、金融市場や経済環境の変化等のために、最新のものではなくなる可能性があります。本レポート

内で直接又は間接的に取り上げられている株式は、株価の変動や発行体の経営・財務状況の変化、金利・為替の変動等の要因に

より、投資元本を割り込むリスクがあります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆し、または保証するもので

はありません。特に記載のないかぎり、将来のパフォーマンスの予想はアナリストが適切と判断した材料に基づくアナリストの

予想であり、実際のパフォーマンスとは異なることがあります。したがって、将来のパフォーマンスについては明示又は黙示を

問わずこれを保証するものではありません。 

・ 本レポート内で示す見解は予告なしに変更されることがあり、一般社団法人 証券リサーチセンターは、本レポート内に含まれる

情報及び見解を更新する義務を負うものではありません。 

・ 一般社団法人 証券リサーチセンターは、投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したことによる直接・間接の

損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。最終投資判断は投資家個人においてなされなけ

ればならず、投資に対する一切の責任は閲覧した投資家にあります。 

・ 本レポートの著作権は一般社団法人 証券リサーチセンターに帰属し、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。 

指標・分析用語の説明 


