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1. 平成21年５月期第１四半期の連結業績（平成20年６月１日～平成20年８月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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５月期第１四半期 756 36.4 94 ― 100 ― 53 ―
20年５月期第１四半期 554 7.8 △52 ― △65 ― △71 ―

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５月期第１四半期 2,547 44 2,523 91
20年５月期第１四半期 △3,458 51 ― ―

 (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

21年５月期第１四半期 2,643 1,596 60.3 75,916 46
20年５月期 2,929 1,594 54.4 75,748 62

(参考) 自己資本 21年５月期第１四半期 1,593百万円 20年５月期 1,592百万円

2. 配当の状況

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５月期 ― ― ― ― ― ― 2,500 00 2,500 00

21年５月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21年５月期(予想) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

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

通期 3,500 15.4 510 39.9 500 47.3 300 △27.3 14,267 37
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  [(注) 詳細は、５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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

１．本資料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、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。業績予想の

前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４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」をご覧ください。 

２．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. 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

(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、５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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年５月期第１四半期 21,027株 20年５月期 21,027株

21年５月期第１四半期 ―株 20年５月期 ―株

21年５月期第１四半期 21,027株 20年５月期第１四半期 20,805株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期（平成20年6月1日から平成20年8月31日まで）におけるわが国経済は、米国経済の減速、

原油価格・素材価格の高騰等により、企業の設備投資の減少や個人消費が伸び悩みなどにより、景気の減

速感が強まりました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、前期より引き続き、中期経営計画における重点施策

の、オンライン事業を中核事業とした、経営資源の積極的な投入や、各事業の効率的な運営による収益性

の改善に努めてまいりました。 

 当第1四半期連結会計期間の連結売上高は756百万円（前年同期比36.4％増）となり、営業利益94百万円

（前年同期は52百万円の営業損失）、経常利益100百万円（前年同期は65百万円の経常損失）、四半期純

利益は53百万円（前年同期は71百万円の四半期純損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
（オンライン事業） 

オンライン事業においては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の運営および２作目となる

「ミニ四駆オンラインレーサー」の開発を進めてまいりました。 

「真・女神転生IMAGINE」につきましては、国内サービス開始２年目となり、人気のアイテム等の積極投

入やイベント、キャンペーンの開催などを行い、ユーザーニーズを的確に捉えることで、引き続き好調に

推 移 い た し ま し た。ま た、北 米 お よ び 欧 州 に お け る 運 営 ラ イ セ ン ス の 許 諾 契 約

（Aeria Games & Entertainment,Inc.（米国カリフォルニア））を締結し、北米でのサービス開始に向け

取り組んでまいりました。一方「ミニ四駆オンラインレーサー」につきましても、国内での正式サービス

開始に向け、開発体制の強化に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当事業の第１四半期における売上高は、331百万円となりました。 

  
  
（インフォメーションプロバイダー事業） 

インフォメーションプロバイダー事業においては、多様化するユーザーニーズや競争の激化など、市場

環境は厳しさを増しております。このような環境のなかで、当社は、独自の企画力と高い技術力を活か

し、趣味性の高い、高付加価値のコンテンツを効率的に運営、サービスの提供を行ってまいりました。 

 以上の結果、当事業の第１四半期における売上高は、260百万円となりました。 

  

  
（ゲーム開発事業） 

 ゲーム開発事業においては、主力のアーケードゲームについては、新規タイトルの販売に向け、開発

に取り組んでまいりました。当事業の第１四半期の売上としては、前期に開発を致しましたコンシューマ

ーゲーム「お姫様デビュー」の販売およびイベント開催による物販を行ってまいりました。 

 以上の結果、当事業の第１四半期における売上高は、69百万円となりました。 

  

（コマース事業） 

コマース事業においては、ビーズアクセサリーやその関連商品を携帯サイト、PCサイトおよび店舗にて

企画販売を行っております。天然石、オリジナルキット等独自の企画で高付加価値商品に注力すると同時

に、コスト削減等の効率化を徹底して、収益力の強化を図ってまいりました。 

 以上の結果、当事業の第１四半期における売上高は、94百万円となりました。 

  

  

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
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（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて286百万円減少し2,643百万円となりました。これは、流動資産

において、主に現金及び預金が金融機関への借入金返済等による支払いにより126百万円減少、売上債

権の回収により売掛金が133百万円減少したこと等により279百万円減少、また、固定資産において、有

形固定資産、投資その他の資産は増加したものの主にソフトウェアの減価償却費を41百万円計上したこ

と等により、６百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

負債は、前連結会計年度末に比べて287百万円減少し1,047百万円となりました。これは、固定負債に

おいて、長期借入金が113百万円減少、未払法人税等が90百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１百万円増加し1,596百万円となりました。これは、主に利益

剰余金が株主配当により52百万円減少したものの、四半期純利益が53百万円となったことによるもので

あります。 

  

当第１四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,166百万円

となりました。 

当第１四半期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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、71百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益96

百万円、売上債権の減少133百万円、未払金の減少46百万円、法人税等の支払い114百万円があったこと

等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） 

投資活動の結果使用した資金は、58百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出22

百万円があったこと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、139百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出113

百万円、配当金の支払額25百万円があったことによるものであります。 

  

通期の業績予想については、平成20年７月９日に平成20年５月期決算短信において公表いたしました業

績予想から変更はありません。 

 今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示してまいります。 

  

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

(２) キャッシュ・フローの状況

３. 連結業績予想に関する定性的情報

㈱ケイブ（３７６０）平成21年５月期　第１四半期決算短信

―　4　―



該当事項はありません。 
  

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出してお

ります。 

  
２．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。 
  
３．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

  

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 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．「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有する

たな卸資産の評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 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軽微でありま

す。 
  

（ポイント引当金） 

 当社インターネット販売サイトの顧客に付与されたポイントの使用に備えるため、当第１四半

期連結会計期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。 

 なお、これは、当連結会計年度よりビーズの販売サイトにおいてポイント制を開始したことに

伴い計上したものであります。 

  

  

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)

(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

(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

(４) 追加情報
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 （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８月31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５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,166,066 1,292,347 

売掛金 423,020 556,840 

商品 74,785 72,909 

仕掛品 19,284 － 

貯蔵品 1,444 495 

未収入金 154,401 190,798 

その他 58,424 61,787 

貸倒引当金 △11,279 △9,430 

流動資産合計 1,886,146 2,165,749 

固定資産 

有形固定資産 

建物 26,228 25,786 

工具、器具及び備品 71,155 64,208 

有形固定資産合計 97,384 89,995 

無形固定資産 

ソフトウエア 270,131 312,083 

ソフトウエア仮勘定 20,567 6,490 

その他 5,225 4,898 

無形固定資産合計 295,924 323,472 

投資その他の資産 

投資有価証券 13,940 10,830 

敷金及び保証金 94,129 77,531 

繰延税金資産 255,841 262,081 

投資その他の資産合計 363,910 350,443 

固定資産合計 757,219 763,911 

資産合計 2,643,366 2,929,661 
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８月31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５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 16,457 10,272 

1年内返済予定の長期借入金 554,200 554,200 

未払金 76,399 127,128 

未払費用 163,018 192,947 

未払法人税等 31,721 122,428 

ポイント引当金 561 － 

その他 87,111 96,676 

流動負債合計 929,470 1,103,653 

固定負債 

長期借入金 117,600 231,150 

固定負債合計 117,600 231,150 

負債合計 1,047,070 1,334,803 

純資産の部 

株主資本 

資本金 785,527 785,527 

資本剰余金 729,167 729,167 

利益剰余金 78,987 77,990 

株主資本合計 1,593,681 1,592,684 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 65 81 

評価・換算差額等合計 65 81 

新株予約権 2,548 2,091 

純資産合計 1,596,295 1,594,857 

負債純資産合計 2,643,366 2,929,661 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日) 

売上高 756,268 

売上原価 379,645 

売上総利益 376,622 

販売費及び一般管理費 282,154 

営業利益 94,467 

営業外収益 

受取利息 451 

出資金運用益 3,777 

持分法による投資利益 5,197 

その他 328 

営業外収益合計 9,754 

営業外費用 

支払利息 3,156 

その他 358 

営業外費用合計 3,514 

経常利益 100,707 

特別利益 

新株予約権戻入益 76 

特別利益 76 

特別損失 

固定資産除却損 570 

事務所移転費用 3,999 

特別損失合計 4,569 

税金等調整前四半期純利益 96,213 

法人税、住民税及び事業税 27,620 

法人税等調整額 15,027 

法人税等合計 42,648 

四半期純利益 53,565 
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(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６月１日 
至 平成20年８月31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 96,213 

減価償却費 54,320 

株式報酬費用 457 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 561 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,849 

受取利息及び受取配当金 △451 

支払利息 3,156 

持分法による投資損益（△は益） △5,197 

固定資産除却損 570 

事務所移転費用 2,961 

売上債権の増減額（△は増加） 133,820 

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,108 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,185 

未払金の増減額（△は減少） △46,666 

未払費用の増減額（△は減少） △29,918 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,364 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少） 

△3,533 

その他の資産の増減額（△は増加） 31,039 

その他の負債の増減額（△は減少） △10,283 

小計 188,610 

利息及び配当金の受取額 451 

利息の支払額 △2,997 

法人税等の支払額 △114,793 

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,270 

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 △22,416 

無形固定資産の取得による支出 △19,339 

敷金の差入による支出 △16,597 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,352 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △113,550 

配当金の支払額 △25,647 

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,197 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,280 

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,347 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,066 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全 

 社」の項目に含めたものはありません。 
  

４．各事業区分の記載順番の変更 

 事業区分は従来、「インフォメーションプロバイダー事業」、「コマース事業」、「ゲーム開

発事業」、「オンライン事業」の順番で記載しておりましたが、当社における経営強化事業の見

直しに併せて、事業区分の記載順番の見直しを行い、「オンライン事業」、「インフォメーショ

ンプロバイダー事業」、「ゲーム開発事業」、「コマース事業」の順番に変更致しました。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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６月１日 至 平成20年８月31日)

オンライン 

事業 

(千円)

インフォメー

ションプロバ

イダー事業 

(千円)

ゲーム 

開発事業 

(千円)

コマース 

事業 

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高及び営業損益

売上高

（1）外部顧客に対 

     する売上高 331,914 260,347 69,710 94,296 756,268 ― 756,268

（2）セグメント間 

     の内部売上高 

     又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 331,914 260,347 69,710 94,296 756,268 ― 756,268

営業利益（又は営業
損失）

54,626 39,070 24,385 △23,615 94,467 ― 94,467

事業区分 主要製品等

オンライン事業
オンライン・ネットワーク型ゲーム・ライツ商
品等

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト・ライツ商品等

コマース事業 ビーズアクセサリー等
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５．「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 「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」に記載のとお

り、当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。 

 これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

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

  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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６月１日 至 平成20年８月31日)

c． 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６月１日 至 平成20年８月31日)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日)

科目

前年同四半期
(自 平成19年６月１日
至 平成19年８月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 554,566

Ⅱ 売上原価 359,668

   売上総利益 194,898

Ⅲ 販売費及び一般管理費 247,656

   営業損失 52,757

Ⅳ 営業外収益 969

Ⅴ 営業外費用 13,478

   経常損失 65,266

Ⅵ 特別損失 249

   税金等調整前四半期純損失 65,516

   法人税等 6,437

   四半期純損失 71,954
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