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2009年３月期第１四半期決算のポイント

１．

 

一部公式サイトが大幅に会員数を伸ばし、売上が当初
予想を上回る。また固定費等の経費削減を進めた結果、
営業利益ベースで黒字転換が実現。

２．

 

オンラインゲーム事業、コミュニティ事業の事業整理を
進める中、オンラインゲーム事業においては、従業員の
転籍を含む事業の円滑な譲渡が実現し、譲渡益を計上
することができ、加えて韓国でのライセンス先サービス中止
に伴うライセンス解約益が発生し、特別利益を計上した。

2009年３月期第１四半期
 

決算の総括
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今後の戦略

１．

 

事業整理が一段落し、通期黒字化にむけた基盤づくりを
確立したことから、モバイル事業中心の経営体制へ転換
を図り、事業の確実な推進と拡大を図る。

２．

 

転換社債の早期償還により、債務を大幅に圧縮すること
により、自己資本比率の上昇等、財務体質の強化および
将来の償還リスクを回避する。



増減

売上高 353 295 △ 58
売上原価 187 166 △ 21
売上総利益 165 129 △ 36

売上総利益率 46.7% 43.7% -3.0%

販管費 211 123 △ 88
販管費率 59.8% 41.7% -18.1%

営業利益 △ 46 5 51
営業利益率 -13.0% 1.7% 14.7%

経常利益 △ 49 11 60
経常利益率 -13.9% 3.7% 17.6%

四半期純利益 21 132 111
四半期純利益率 5.9% 44.7% 38.8%

08/３期
１Q（実績）
※　参考

09/３期
１Q（実績）単位：百万円
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2009年３月期第１四半期
 

連結業績概要
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・役員報酬及び組織のスリム化による人件

 
費の削減

・地代家賃をはじめとする固定費の削減
・徹底した経費の削減を実施

・前期に事業整理したオンラインゲーム事

 
業における事業譲渡益およびライセンス

 
契約の合意解約による受取和解金によ

 
り、特別利益を計上

・メーカー公式サイトのランニングコストの
変更による原価率のアップ

役員報酬 前年同期比３０％を削減

人件費 前年同期比３７％を削減

地代家賃 賃貸事務所スペースの圧縮および社宅の解約等により大幅削減

支払報酬 各種業務委託等の管理経費を圧縮したことにより大幅削減

減価償却費 前期にソフトウェアの減損損失計上を行い削減（減損リスクの低減化）

■

 

経費削減の徹底により、営業利益を黒字転換

■

 

実行した経費削減の主な内容

第１四半期において、
今後の安定した
収益基盤を確立

・前期にEコマース事業から撤退したこと

 
などによる売上減

・一部メーカー公式サイトの会員数が順調
に増加したものの、オリジナルサイトの
会員数が減少



A B A÷B C A÷C

（百万円）

09/３期

１Ｑ

（実績）

09/３期

２Ｑ累計

（業績予想）

進捗率

09/３期

通期

（業績予想）

進捗率

売上高 295 600 49.2％ 1,350 21.9％

営業利益 5 △15 - 23 21.7％

経常利益 11 △16 - 17 64.7％

当期純利益 132 130 101.5％ 160 82.5％

■

 

通期業績予想の達成へ向けて順調にスタート
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2009年３月期第１四半期
 

業績予想との比較

・

 

当期純利益ベースで、１億６千万円の黒字化

・

 

営業利益、経常利益においても黒字化

・

 

下期より、ニンテンドーDSソフトやメーカーサイト・アプリ等、新サービスの

投入を予定しており、売上・利益の積み増しを狙う

＊

 

営業利益及び経常利益の業績予想数値につきましては、現在、当初業績予想を上回る見通し

で推移しておりますが、経済状況及び市場環境等を鑑み、今回修正は行っておりません。

＊

 

２Q累計及び通期の当期純利益業績予想は、2008年8月1日付の
「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正を行っております。



2009年３月期第２四半期以降の主な取り組み

実 行 計 画 実 行 内 容

新経営体制への変換

⇒モバイルを核とする体制へ

・モバイル事業を統括していた坂入万弘が代表取締役社長へ就任

・迅速な意思決定に向け、新たな経営体制を構築

・モバイル事業を核とした体制で、事業の確実な推進及び拡大を図る

負債の圧縮

⇒転換社債の繰上償還

・負債の大幅な圧縮による財務体質の強化

・自己資本比率の上昇（37％から、繰上償還後58%程度へ上昇）

・将来の償還リスクの回避

新サｰビス開始、マｰケティング体制強化

⇒新サービスを積極投入

・前期に引き続き、パチスロアプリやゲームアプリ等を積極投入

・きせかえやパチスロ機種設定判別ツール等、新サービスを開始

・プレモ㈱との資本提携により、店舗向けASPサービスの拡充

徹底した経費の削減

 

（第１弾）

⇒各種固定費の削減

・役員報酬及び人件費並びに支払報酬等の管理経費の削減

・地代家賃やリース料等の見直しによる経費の削減

・その他、固定費をはじめとする徹底した経費の削減

コンテンツの他メディア展開

⇒開発は予定通りに進行

・ニンテンドーＤＳジャグラーソフトは、当期11月以降に販売予定

・当ソフトの開発は、順調に進行

・今後当ソフトの拡販を行い、売上及び利益の積み増しを狙う

新規情報サイトの企画制作・配信

⇒ユｰザｰ本位のサｰビス強化

・第１四半期に引き続き、新規アプリ等を積極投入予定

・非公式サイトの拡大を含め、ユーザー本位のサービスを企画・配信予定

・モバイル事業とのシナジーを考慮し、資本・業務提携等の検討

徹底した経費の削減

 

（第２弾）

⇒よりきめ細かな経費管理

・第１四半期に金額の大きい固定費等について、ほぼ完了

・引き続き、よりきめ細かな経費管理を行い、一層強固な

収益基盤を構築する

■

 

今後の事業展開等の進捗状況は次の通りとなります。

 

＊今後の事業展開等は2008年５月23日付の「決算説明補足資料」にて公表。

完了完了
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完了完了

進行中進行中

完了完了

進行中進行中

進行中進行中

完了完了
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（2008年７月以降の主な取り組み）



2009年３月期
 

業績予想

（百万円）

08/3期

通期（実績）

09/3期

通期（見通し） 差 異

売上高 1,287 1,350 63

営業利益 △579 23 602

経常利益 △563 17 580

当期純利益 △1,009 160 1,169

09年３月期は、モバイル事業中心の新経営体制により、
通期での黒字化（営業利益・経常利益・当期純利益）を確実に
実現いたします。
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【変動費】
・

 

メーカー公式サイトの会員増による情報使用料
の増加

・

 

アプリ、コンテンツの拡充による外注費の増加
・

 

徹底したコスト削減の実施

【固定費・その他】
・

 

地代家賃、リース料等の見直しによる固定費の
削減を実施

・

 

モバイル事業において、固定資産の減損処理
を行ったことにより、減価償却費が軽減
（同時に減損リスクの軽減化を図る）

・

 

きめ細かいコストダウンの実施

ペーパーマン事業譲渡等による特別利益の計上

通期で黒字転換

＊

 

2010年３月期以降は、モバイル周辺領域にも業容拡大を進め、

安定した成長と着実な収益を確保しつつ、

中長期において経常利益率15％以上を目指します。



お問合せ：財務経理部

 

IR担当

 

高森

〒101-0052 

東京都千代田区神田小川町1-3-1

NBF小川町ビルディング５F

TEL：

 

03-5217-5814

FAX：

 

03-5217-5812

e－mail：

 

info@commseed.net

http://www.commseed.net/

この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、
当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら
現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる
結果を生じるリスクを含んでおります。当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報に
ついて、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されること
はくれぐれもお控えになられるようお願い致します。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または
転送などを行わないようにお願い致します。

コムシード株式会社
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