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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 2,702 ― 606 ― 628 ― 330 ―

20年3月期第2四半期 3,035 10.2 800 13.3 1,027 44.1 530 239.3

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2四半期 31.28 ―

20年3月期第2四半期 50.28 50.09

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2四半期 8,704 7,639 87.8 734.40
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2四半期  7,639百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 6,000 3.6 1,200 9.2 1,250 △21.1 700 1.5 67.28

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３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2四半期  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2四半期  246,200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2四半期  10,553,071株 20年3月期第2四半期  10,549,457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２四半期連結累計期間は、米国から始まった金融危機は世界経済を減速させ、国内経済においても景気は弱ま

り、企業収益の減少、雇用情勢の悪化、個人消費も足下では弱い動きなどの状況となっております。

　当社グループのコア事業であるモバイルコンテンツ事業を取り巻く環境につきましては、電気通信事業者協会の調

べにおける平成20年９月末現在では、携帯電話の契約数は104百万台、その内、携帯IP接続サービスの契約数は2.8%増

の89百万台と緩やかに成長を続けております。

　このような経営環境下におきまして、当社グループでは独自のコンテンツ提携戦略に基づく事業間シナジーの拡大

を目指してまいりました。また、新たな事業として投資教育事業分野へ参入し、事業化へ向けたマーケティング活動

を行っております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,702,521千円、営業利益606,093千円、経常利益628,954千

円、四半期純利益330,164千円となりました。

　なお、セグメントの状況は次の通りであります。

（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２四半期連結累

計期間までに、コンテンツの拡充を図るため、「キティ サンリオ デコアニ」「リラックマきせかえ」「カピバラさ

ん」など、新たに15サイトのサービスを開始しております。

　上記の結果、売上高2,011,883千円、営業利益687,778千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、キャラクターに関するモバイルサイト上でのグッズ販売とライセンス及び

セールスプロモーションビジネスを行っております。

　当第２四半期連結累計期間では、人気キャラクターである「リラックマ」の５周年記念などの各種シリーズの取り

組みを行いました。

　上記の結果、売上高263,544千円、営業利益26,526千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おける当第２四半期連結累計期間の新作タイトルは、学習系タイトルを「Open！ 

Study」シリーズとして３タイトル、キャラクターを取り扱った２タイトルを発売しております。

　上記の結果、売上高453,138千円、営業利益78,068千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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ186,692千円減少した8,704,273千円と

なりました。これは主に、現金及び預金の292,468千円の減少によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ292,883千円減少した1,064,394千円となりました。これは主に、営業未払金の

104,487千円の減少、その他流動負債の218,136千円の減少によるものであります。

　純資産は、利益剰余金の増加が自己株式の取得により一部相殺され、前連結会計年度末に比べ106,190千円増加し

た7,639,878千円となっております。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、4,644,769千円と前連結会計年

度末より292,468千円減少となりました。 

　当第２四半期連結累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）

　営業活動の結果得られた資金は119,549千円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益613,341千円等の増加要因を計上した一方で、法人税等の支払額294,597

千円、未払金の減少額189,377千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107,842千円となりました。

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84,196千円、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。
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（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297,583千円となりました。

　これは、自己株式の取得による支出171,149千円と配当金の支払額126,434千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月期の通期の連結業績見通しは、当第２四半期連結累計期間の各段階利益の実績が平成20年５月14日付

「平成20年３月期決算短信」の予想を上回ったものの、要因に広告宣伝費の下期に先送りなどがあり、下期の業績で

は利益が下がる要因であるため、業績予想の変更はありません。

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

 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２四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。
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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 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,644,769 4,937,238

受取手形及び売掛金 1,315,758 1,290,253

商品 49,341 12,600

製品 10,947 8,795

仕掛品 3,829 4,459

その他 128,565 166,781

貸倒引当金 △60,987 △46,434

流動資産合計 6,092,225 6,373,694

固定資産   

有形固定資産 88,102 91,746

無形固定資産   

のれん 18,014 24,019

その他 29,679 32,042

無形固定資産合計 47,693 56,061

投資その他の資産   

投資有価証券 1,926,330 1,784,059

その他 606,081 645,163

貸倒引当金 △56,159 △59,759

投資その他の資産合計 2,476,252 2,369,463

固定資産合計 2,612,048 2,517,271

資産合計 8,704,273 8,890,965

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,139 18,511

営業未払金 574,337 678,824

未払法人税等 320,703 315,401

賞与引当金 18,810 －

その他 126,403 344,540

流動負債合計 1,064,394 1,357,277

負債合計 1,064,394 1,357,277



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,015,063 2,812,566

自己株式 △172,910 △4,923

株主資本合計 7,977,175 7,942,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △337,325 △408,978

評価・換算差額等合計 △337,325 △408,978

新株予約権 29 －

純資産合計 7,639,878 7,533,688

負債純資産合計 8,704,273 8,890,965



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,702,521

売上原価 1,339,435

売上総利益 1,363,086

販売費及び一般管理費 756,993

営業利益 606,093

営業外収益  

受取利息 8,835

有価証券利息 9,803

受取配当金 20,023

その他 4,417

営業外収益合計 43,079

営業外費用  

投資事業組合運用損 10,134

為替差損 6,616

その他 3,466

営業外費用合計 20,217

経常利益 628,954

特別損失  

投資有価証券評価損 15,612

特別損失合計 15,612

税金等調整前四半期純利益 613,341

法人税、住民税及び事業税 296,432

法人税等調整額 △13,255

法人税等合計 283,177

四半期純利益 330,164



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 613,341

減価償却費 15,338

のれん償却額 6,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,953

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,810

受取利息及び受取配当金 △38,662

為替差損益（△は益） 6,592

投資有価証券評価損益（△は益） 15,612

投資事業組合運用損益（△は益） 10,134

売上債権の増減額（△は増加） △25,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,263

前渡金の増減額（△は増加） 33,005

仕入債務の増減額（△は減少） 5,628

営業未払金の増減額（△は減少） △104,487

未払金の増減額（△は減少） △189,377

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,681

その他 10,896

小計 359,704

利息及び配当金の受取額 34,005

法人税等の還付額 20,436

法人税等の支払額 △294,597

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,549

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 △8,185

投資有価証券の取得による支出 △84,196

短期貸付けによる支出 △15,000

その他 △460

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,842

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 △171,149

配当金の支払額 △126,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,583

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,468

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 4,644,769



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 2,007,383 255,506 439,631 2,702,521 － 2,702,521

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,500 8,037 13,506 26,044 (26,044) －

計 2,011,883 263,544 453,138 2,728,566 (26,044) 2,702,521

営業利益 687,778 26,526 78,068 792,373 (186,280) 606,093

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

本邦以外の国また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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  3,035,365 100.0

Ⅱ　売上原価  1,517,837 50.0

売上総利益  1,517,528 50.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  717,052 23.6

営業利益  800,476 26.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 5,446   

２．有価証券利息 12,889   

３．受取配当金 12,730   

４．為替差益 9,152   

５．組合出資金運用益 187,437   

６．貸倒引当金戻入益 3,600   

７．その他 179 231,434 7.6

Ⅴ　営業外費用    

１．持分法による投資損
失

1,291   

２．その他 3,276 4,568 0.1

経常利益  1,027,341 33.9

Ⅵ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 93,414   

２．固定資産売却損 649 94,064 3.1

税金等調整前中間純
利益

 933,277 30.8

法人税、住民税及び
事業税

446,498   

法人税等調整額 △39,794 406,703 13.4

少数株主損失  3,943 0.1

中間純利益  530,516 17.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間純利
益

933,277

減価償却費 15,826

のれん償却額 6,004

貸倒引当金の増加額 1,986

賞与引当金の増加額 17,900

受取利息及び受取配当
金

△31,065

為替差益 △9,152

投資有価証券評価損 93,414

組合出資金運用益 △187,437

売上債権の増加額 △223,329

前渡金の減少額 53,928

仕入債務の増加額 49,463

営業未払金の減少額 △57,541

未払金の減少額 △228,418

未払費用の減少額 △23,804

預り金の増加額 3,510

未払消費税等の減少額 △33,055

その他 △6,161

小計 375,345

利息及び配当金の受取
額

24,645

法人税等の支払額 △557,674

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△157,684

－ 3 －



 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産購入によ
る支出

△55,422

無形固定資産購入によ
る支出

△1,310

投資有価証券取得によ
る支出

△193,823

投資有価証券売却によ
る収入

771,771

投資有価証券の償還等
による収入

305,094

その他 398

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

826,708

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

ストック・オプション
行使による収入

31,774

配当金の支払額 △125,694

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△93,919

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

9,144

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額

584,249

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

4,887,637

Ⅶ　現金及び現金同等物の中
間期末残高

5,471,886
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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）

その他事
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 1,887,864 189,036 957,618 846 3,035,365 － 3,035,365

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 25,784 21,072 24 46,882 (46,882) －

計 1,887,864 214,820 978,691 871 3,082,247 (46,882) 3,035,365

営業費用 1,332,182 195,640 616,456 28,622 2,172,903 61,985 2,234,889

営業利益（又は営業損失） 555,681 19,179 362,234 (27,751) 909,344 (108,868) 800,476

　（注）１．事業の区分方法

 事業は、製品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．各区分に属する主要な製品

事業区分 事業内容

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア

その他事業 ゴルフサービス

 ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は127,442千円であり、その主なものは親会社

本社の管理部門等にかかる費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

　前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

本邦以外の国また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。

〔海外売上高〕

　前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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