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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,305 ― 278 ― 322 ― 176 ―

20年3月期第1四半期 1,406 27.7 420 123.4 626 238.0 308 218.4

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

21年3月期第1四半期 16.65 ―

20年3月期第1四半期 29.25 29.18

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

21年3月期第1四半期 8,853 7,717 87.2 729.84
20年3月期 8,890 7,533 84.7 708.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,717百万円 20年3月期  7,533百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 12.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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

第2四半期連結累計期間 2,700 ― 450 ― 470 ― 250 ― 23.49
通期 6,000 3.6 1,200 9.2 1,250 △21.1 700 1.5 65.79

4.  その他 
(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  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」を参照して下さい。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,649,000株 20年3月期  10,649,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  74,500株 20年3月期  10,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,622,875株 20年3月期第1四半期  10,532,300株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の国内経済は、景気回復は足踏み状態にあり企業収益の減少、雇用情勢には厳しさが残

る状況となっております。先行きにつきましても、米国のサブプライム住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退

懸念や株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まりつつあります。

　このような経営環境下におきまして当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,305,133千円、営

業利益278,329千円、経常利益322,586千円、四半期純利益176,959千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間のセグメントの状況は次のとおりです。

（モバイルコンテンツ事業）

　モバイルコンテンツ事業につきましては、キャラクター及び検定の分野に注力しております。当第１四半期連結会

計期間において、コンテンツの拡充を図るため、新たに７サイトのサービスを開始しており、「キティ サンリオ デ

コアニ」「リラックマきせかえ」などを立ち上げました。

　上記の結果、売上高1,003,089千円、営業利益332,478千円となっております。

（モバイルコマース事業）

　モバイルコマース事業につきましては、リラックマの商品企画である「お外でごろん」「フルーツテーマ」などの

シリーズを販売しております。

　上記の結果、売上高117,482千円、営業利益11,332千円となっております。

（パッケージソフトウェア事業）

　パッケージソフトウェア事業につきましては、学習系タイトルを「Open！ Study」シリーズとして展開しており、

当第１四半期連結会計期間では「日本数学検定協会公認　数検DS～大人が解けない!?子供の算数～」「歴史能力検定

協会公認　山川出版社監修　歴検DS」の2タイトルを発売しております。

　上記の結果、売上高186,091千円、営業利益12,844千円となっております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は8,853,337千円となり、前連結会計年度末と比較して37,628千円

減少しております。これは主に投資有価証券の増加309,504千円等の増加要因が、現金及び預金の減少102,532千

円、受取手形及び売掛金の減少102,677千円等により一部相殺されたものであります。また、純資産は7,717,725

千円となり、前連結会計年度末と比較して184,036千円増加しております。これは主にその他有価証券評価差額金

が187,018千円増加したことによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四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」）は、4,834,705千円と前連結会計

年度末より102,532千円減少となりました。 

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は1,806千円となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益312,869千円、売上債権の減少額102,677千円の増加要因を計上した一

方で、法人税等の支払額291,130千円、営業未払金の減少額115,273千円等の減少要因を計上したことにより相殺

されたものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は63,675千円となりました。

　これは主に、資金運用を目的とした投資有価証券の取得による支出43,269千円、短期貸付けによる支出15,000

千円等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）

　財務活動の結果使用した資金は53,519千円となりました。

　これは、自己株式の取得による支出53,183千円と配当金の支払額335千円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績見通しは、平成20年５月14日付の決算短信で公表し

た数値からの変更はありません。

－ 1 －



４．その他

（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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

・固定資産の減価償却費の算定方法

　年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、四半期連結会計期間又は期首からの累計期間の減

価償却費として計上しております。

・棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

・経過勘定項目の算定方法

　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で

計上する方法によっております。

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日企業会

計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,834,705 4,937,238

受取手形及び売掛金 1,187,576 1,290,253

商品 23,116 12,600

製品 10,260 8,795

仕掛品 2,989 4,459

その他 152,871 166,781

貸倒引当金 △53,881 △46,434

流動資産合計 6,157,638 6,373,694

固定資産   

有形固定資産 91,900 91,746

無形固定資産   

のれん 21,016 24,019

その他 30,413 32,042

無形固定資産合計 51,430 56,061

投資その他の資産   

投資有価証券 2,093,563 1,784,059

その他 516,763 645,163

貸倒引当金 △57,959 △59,759

投資その他の資産合計 2,552,367 2,369,463

固定資産合計 2,695,698 2,517,271

資産合計 8,853,337 8,890,965

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,619 18,511

営業未払金 563,551 678,824

未払法人税等 133,821 315,401

賞与引当金 9,405 －

その他 409,214 344,540

流動負債合計 1,135,612 1,357,277

負債合計 1,135,612 1,357,277



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金 2,466,023 2,466,023

利益剰余金 2,861,857 2,812,566

自己株式 △57,196 △4,923

株主資本合計 7,939,684 7,942,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △221,959 △408,978

評価・換算差額等合計 △221,959 △408,978

純資産合計 7,717,725 7,533,688

負債純資産合計 8,853,337 8,890,965



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,305,133

売上原価 662,410

売上総利益 642,722

販売費及び一般管理費 364,393

営業利益 278,329

営業外収益  

受取配当金 20,023

為替差益 16,434

その他 11,416

営業外収益合計 47,873

営業外費用  

投資事業組合運用損 2,401

支払手数料 911

その他 304

営業外費用合計 3,616

経常利益 322,586

特別損失  

投資有価証券評価損 9,716

特別損失合計 9,716

税金等調整前四半期純利益 312,869

法人税、住民税及び事業税 114,034

法人税等調整額 21,876

法人税等合計 135,910

四半期純利益 176,959



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 312,869

減価償却費 7,449

のれん償却額 3,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,646

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,405

受取利息及び受取配当金 △28,853

為替差損益（△は益） △16,468

投資有価証券評価損益（△は益） 9,716

投資事業組合運用損益（△は益） 2,401

売上債権の増減額（△は増加） 102,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,511

前渡金の増減額（△は増加） 20,823

仕入債務の増減額（△は減少） 1,108

営業未払金の増減額（△は減少） △115,273

未払金の増減額（△は減少） △42,849

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,361

その他 5,770

小計 282,275

利息及び配当金の受取額 7,048

法人税等の支払額 △291,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,806

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 △5,028

投資有価証券の取得による支出 △43,269

短期貸付けによる支出 △15,000

その他 △377

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,675

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △53,183

配当金の支払額 △335

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,519

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,532

現金及び現金同等物の期首残高 4,937,238

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,834,705



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 

モバイルコ
ンテンツ事
業
（千円）

モバイルコ
マース事業
（千円）

パッケージ
ソフトウェ
ア事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,001,589 117,482 186,061 1,305,133 － 1,305,133

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,500 － 29 1,529 (1,529) －

計 1,003,089 117,482 186,091 1,306,663 (1,529) 1,305,133

営業利益 332,478 11,332 12,844 356,655 (78,325) 278,329

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,406,114

Ⅱ　売上原価 658,798

売上総利益 747,315

Ⅲ　販売費及び一般管理費 326,933

営業利益 420,381

Ⅳ　営業外収益 210,918

Ⅴ　営業外費用 4,803

経常利益 626,496

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 93,414

税金等調整前四半期純利益 533,081

税金費用 226,995

少数株主損失 2,011

四半期純利益 308,097

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結会計期間において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示していないため、記載を省略しており

ます。

（３）セグメント情報

　前第１四半期連結会計期間においてセグメント情報を開示していないため、記載を省略しております。

－ 2 －
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