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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,404 ― 1,109 ― 1,094 ― 32 ―
20年3月期第3四半期 4,469 △6.2 1,022 △20.5 1,276 △2.1 705 △43.0

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3四半期 3.06 ―
20年3月期第3四半期 66.74 66.43

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3四半期 8,711 7,396 84.9 710.96
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3四半期  7,396百万円 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  有   

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 △21.0 100 △85.5 9.61

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3四半期  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3四半期  246,250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3四半期  10,507,985株 20年3月期第3四半期  10,564,320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３四半期連結累計期間は、米国から始まった世界的な金融危機の深刻化により、世界の景気はより一層の下振

れ、株式・為替市場の大幅な変動のリスクが見込まれる状況にあります。国内経済においても景気は急速に悪化して

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12月末現在では、携帯電話の契約数は105百万台、その内、携帯IP接続サービスの契約数は前年同

期比3.3%増の90百万台と緩やかながら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３四半期連結累計期間の業績は、売上高4,404,101千円、営業利益1,109,005千円、経常利益1,094,567

千円、世界的な金融危機の影響を受け投資有価証券評価損923,751千円の計上により四半期純利益は32,172千円となり

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３四半期連結累

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

アニ」など、新たに22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3,056,204千円、営業利益1,082,956千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３四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」に関連した５周年記念及びクリスマスギ

フトキャンペーンなどの企画の取り組みを行いました。

　上記の結果、売上高385,323千円、営業利益39,027千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３四半期連結累計期間の新作タイトルは、Wii向けタイトル「シェイプボ

クシング　Wiiでエンジョイダイエット！」、学習系タイトルを「Open！ Study」シリーズ３タイトルなど７タイトル

を発売しております。

　上記の結果、売上高993,659千円、営業利益251,509千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３四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179,167千円減少した8,711,798千円とな

りました。これは主に、現金及び預金の922,022千円の減少から売掛金109,317千円の増加、その他流動資産508,125千

円の増加を相殺したことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ41,615千円減少した1,315,662千円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ137,551千円減少した7,396,136千円となっております。これは主に、繰越利益

剰余金188,024千円の減少、自己株式の取得による増加168,011千円からその他有価証券評価差額金229,881千円の減少

を相殺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３四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、4,573,034千円と前連結会計年度

末より364,203千円減少となりました。

　当第３四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541,785千円となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益167,268千円、投資有価証券評価損923,751千円等の増加要因を計上した一

方で、法人税等の支払額598,540千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534,903千円となりました。

　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573,960千円等が資金運用を目的とした投資有価

証券の売却による収入61,036千円等により一部相殺されたことによるものであります。

－ 1 －



（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331,279千円となりました。

　これは、自己株式の取得による支出171,174千円と配当金の支払額160,105千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、当期純利益につきまして、投資有価証券評価損を計上することにより、

平成20年５月14日付「平成20年３月期決算短信」の予想を下回る見込みとなりました。詳細は、本日別途公表いたし

ました「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、売上高、営業利益、経常利益につきましては、概ね計画通り推移しているため、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３四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、又は、一時差異等の

　　発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,015,215 4,937,238

受取手形及び売掛金 1,399,570 1,290,253

有価証券 93,588 －

商品 58,449 12,600

製品 17,862 8,795

仕掛品 4,998 4,459

その他 674,907 166,781

貸倒引当金 △67,865 △46,434

流動資産合計 6,196,727 6,373,694

固定資産   

有形固定資産 89,303 91,746

無形固定資産   

のれん 15,011 24,019

その他 28,592 32,042

無形固定資産合計 43,604 56,061

投資その他の資産   

投資有価証券 1,645,433 1,784,059

その他 791,088 645,163

貸倒引当金 △54,359 △59,759

投資その他の資産合計 2,382,162 2,369,463

固定資産合計 2,515,070 2,517,271

資産合計 8,711,798 8,890,965

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 88,224 18,511

営業未払金 709,136 678,824

未払法人税等 205,258 315,401

賞与引当金 28,215 －

その他 284,827 344,540

流動負債合計 1,315,662 1,357,277

負債合計 1,315,662 1,357,277



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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 2,613,043 2,812,566

自己株式 △172,935 △4,923

株主資本合計 7,575,131 7,942,666

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △179,096 △408,978

評価・換算差額等合計 △179,096 △408,978

新株予約権 101 －

純資産合計 7,396,136 7,533,688

負債純資産合計 8,711,798 8,890,965



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,404,101

売上原価 2,101,518

売上総利益 2,302,582

販売費及び一般管理費 1,193,577

営業利益 1,109,005

営業外収益  

受取利息 10,677

有価証券利息 10,150

受取配当金 20,023

その他 7,055

営業外収益合計 47,907

営業外費用  

投資事業組合運用損 19,041

為替差損 39,777

その他 3,525

営業外費用合計 62,344

経常利益 1,094,567

特別利益  

投資有価証券売却益 9,213

特別利益合計 9,213

特別損失  

投資有価証券評価損 923,751

その他 12,761

特別損失合計 936,513

税金等調整前四半期純利益 167,268

法人税、住民税及び事業税 487,785

法人税等調整額 △352,690

法人税等合計 135,095

四半期純利益 32,172



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 167,268

減価償却費 24,259

のれん償却額 9,007

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,030

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,215

受取利息及び受取配当金 △40,851

為替差損益（△は益） 39,806

投資有価証券売却損益（△は益） 2,949

投資有価証券評価損益（△は益） 923,751

投資事業組合運用損益（△は益） 19,041

売上債権の増減額（△は増加） △109,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,455

前渡金の増減額（△は増加） 38,570

仕入債務の増減額（△は減少） 69,712

営業未払金の増減額（△は減少） 30,311

未払金の増減額（△は減少） △129,259

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,099

その他 17,426

小計 1,076,568

利息及び配当金の受取額 43,321

法人税等の還付額 20,436

法人税等の支払額 △598,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,785

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 △15,326

投資有価証券の取得による支出 △573,960

投資有価証券の売却による収入 61,036

無形固定資産の取得による支出 △1,251

短期貸付けによる支出 △15,000

その他 9,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △534,903

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 △171,174

配当金の支払額 △160,105

財務活動によるキャッシュ・フロー △331,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △364,203

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 4,573,034



　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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 3,046,704 377,285 980,111 4,404,101 － 4,404,101

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
9,500 8,037 13,548 31,085 (31,085) －

計 3,056,204 385,323 993,659 4,435,187 (31,085) 4,404,101

営業利益 1,082,956 39,027 251,509 1,373,493 (264,487) 1,109,005

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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。
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「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

　        前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期

(平成20年３月期

　　第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,469,356

Ⅱ  売上原価　　 2,283,449

　　売上総利益 2,185,906

Ⅲ　販売費及び一般管理費　 1,163,202

　  営業利益 1,022,703

Ⅳ　営業外収益 258,104

Ⅴ　営業外費用　 4,533

　　経常利益 1,276,274

Ⅵ　特別利益　 17,984

Ⅶ　特別損失　 94,064

　税金等調整前四半期純利益 1,200,194

　税金費用 499,845

　少数株主損失 4,757

　四半期純利益 705,107

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第３四半期連結累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３四半期連結累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。
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６．その他の情報

（重要な後発事象）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 （自己株式の取得） 

  当社は、平成21年１月30日開催の取締役会において、会社

法第459条第１項の規定による定款の定めに基づき、下記の

とおり、自己株式を取得することを決議いたしました。

（1）理由 ：経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策の遂行を可能

とするため。　

（2）取得する株式の種類 ：普通株式　

（3）取得する株式の総数 ：250,000株（上限）

（発行済株式総数に対する割合

2.35％）

（4）株式の取得価額の総額 ：150,000千円（上限）　

（5）自己株式取得の日程 ：平成21年２月２日～

平成21年３月19日
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