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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 304 △24.4 6 △117.0 7 △119.6 4 △104.9

20年9月期第1四半期 402 △12.2 134 △31.8 134 △31.6 80 △31.2

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9月期第1四半期 45.47 45.22
20年9月期第1四半期 789.77 783.22

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9月期第1四半期 1,668 1,509 90.5 14,797.63
20年9月期 1,748 1,565 89.6 15,352.16

（参考） 自己資本  21年9月期第1四半期  1,509百万円 20年9月期  1,565百万円

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9月期 ― ― ― 600.00 600.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 600.00 600.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 337 △31.4 △166 △332.4 △166 △327.3 △166 △480.4 △1,634.41

通期 1,850 67.6 400 117.0 400 113.5 237 134.7 2,325.80

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第1四半期 102,000株 20年9月期 102,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期 ―株 20年9月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期 102,000株 20年9月期第1四半期 101,850株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、多分に不確実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、
上記予想数字と異なる場合があります。なお、上記予想に関する説明等につきましては、2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。  
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 当社はコンテンツメーカーとして、オリジナリティあふれるゲームコンテンツ及びサービスの創出を行い、その魅

力を様々な分野・プラットフォームを通じて世界中のお客様にお伝えすることに努めております。 

 当第１四半期の製品部門におきましては、人気シリーズとなりましたプレイステーションポータブル（以下「ＰＳ

Ｐ」という。）向け「英雄伝説 空の軌跡」シリーズの３部作をセットにした「英雄伝説 空の軌跡セット」を発売し

ました。また、パソコンゲーム市場においてヒットした「Ｚｗeｉ!!」をＰＳＰ向けにリニューアル発売しました。

その結果、製品部門の当第１四半期の売上高は269百万円（前年同期比1.5％増）となりました。 

 ライセンス部門におきましては、大型のライセンス契約の締結がありました前年同期と比較しまして売上高は減少

しましたものの、iTunes store等の音楽ダウンロード販売サイトを通じた当社楽曲の販売、携帯電話機向けのゲーム

ダウンロード販売、攻略本等の出版許諾など、当社コンテンツの多方面への展開を推し進めました。また、「イース

オンライン」の海外進出の進展、当社人気ゲームソフトの中国向けローカライズ販売など、海外展開も行いました。

その結果、ライセンス部門の当第１四半期の売上高は34百万円（前年同期比74.7％減）となりました。  

 それらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は304百万円（前年同期比24.4％減）、営業利益は６百万

円（同117.0％減）、経常利益は７百万円（同119.6％減）、四半期純利益は４百万円（同104.9％減）となりまし

た。 

   

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末は、流動資産1,510百万円（前会計年度末比4.7％減）、固定資産160百万円（前会計年度

末比1.2％減）、流動負債158百万円（前会計年度末比12.8％減）、純資産1,513百万円（前会計年度末比3.4％減）と

なりました。  

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して14百万円

減少し、1,397百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、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） 

 営業活動の結果増加した資金は41百万円となりました。これは主として、売上債権の減少59百万円による資金増が

ありましたこと、未払金の増加25百万円による資金増がありましたことに対し、法人税等の支払額が39百万円となり

ましたためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は２百万円となりました。これは固定資産の取得による支出２百万円があったためで

あります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は52百万円となりました。これは主に配当金の支払いよる支出が52百万円ありました

ためであります。 

  

  

  

 平成21年９月期の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表しました業績予想に変更はありません。 

 平成21年９月期は、シリーズ待望のブランニュービッグタイトル「Ｙｓ ＳＥＶＥＮ」の発売により、大幅な増収

増益を目指します。 

 その他にも平成21年３月にはＰＳＰ向けに「ブランディッシュ～ダークレヴナント」を発売するなど、当社人気タ

イトルを発売してまいります。 

 なお、当社の業績推移の特徴としまして、新製品の発売月に売上高が集中する傾向にあります。平成21年９月期の

売上高の見通しは、下半期の比率が高いことから、中間期の業績予想は、通期の業績予想に対して比重が低いものと

なっております。 

 

   

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

  ・企業会計基準に関する事項の変更  

   ①当第１四半期会計期間より「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、「四半期財務諸表

    等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

   ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出

    法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

    会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（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）により算定しております。 

    これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ5,133千円減少しておりま 

    す。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,397,380 1,411,923

売掛金 69,628 129,483

製品 2,964 7,149

原材料 2,835 4,288

その他 34,689 33,135

貸倒引当金 △713 △820

流動資産合計 1,506,784 1,585,160

固定資産   

有形固定資産 7,122 4,740

無形固定資産 96,728 99,490

投資その他の資産 57,453 58,624

固定資産合計 161,304 162,855

資産合計 1,668,089 1,748,016

負債の部   

流動負債   

買掛金 26,474 27,125

未払法人税等 661 40,172

賞与引当金 5,250 15,300

本社移転費用引当金 12,555 12,555

その他 113,790 86,942

流動負債合計 158,730 182,096

負債合計 158,730 182,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 162,530 162,530

資本剰余金 317,763 317,763

利益剰余金 1,029,065 1,085,627

株主資本合計 1,509,358 1,565,920

純資産合計 1,509,358 1,565,920

負債純資産合計 1,668,089 1,748,016
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 304,093

売上原価 113,055

売上総利益 191,038

販売費及び一般管理費 184,099

営業利益 6,939

営業外収益  

未払配当金除斥益 1,003

営業外収益合計 1,003

経常利益 7,942

特別利益  

貸倒引当金戻入額 106

特別利益合計 106

税引前四半期純利益 8,049

法人税、住民税及び事業税 159

法人税等調整額 3,252

法人税等合計 3,411

四半期純利益 4,637
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純利益 8,049

減価償却費 3,299

貸倒引当金の増減額（△は減少） △106

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,050

売上債権の増減額（△は増加） 59,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,638

その他の資産の増減額（△は増加） △2,125

仕入債務の増減額（△は減少） △651

未払金の増減額（△は減少） 25,030

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,323

その他の負債の増減額（△は減少） 681

小計 81,297

法人税等の支払額 △39,991

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,306

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 △2,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,919

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △52,930

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397,380
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

     当第１四半期会計期間（自 平成20年10月31日 至 平成20年12月31日）  

     該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年10月31日 至 平成20年12月31日）  

  該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～平成19年12月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  402,244

Ⅱ 売上原価  125,752

売上総利益  276,491

Ⅲ 販売費及び一般管理費  141,858

営業利益  134,633

Ⅳ 営業外収益  305

経常利益  134,938

税引前四半期純利益     134,938

法人税、住民税及び事業税  38,842

法人税等調整額  15,658

四半期純利益  80,437
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年10月１日～平成19年12月31日） 

  

  
前年同四半期
（平成20年９月期 
第１四半期） 

区分 金額（千万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  134,938

減価償却費  2,655

ロイヤリティ収入原価  42,000

賞与引当金の減少額 △11,550

売上債権の減少額  83,524

たな卸資産の増加額 △936

その他資産の減少額  427

仕入債務の減少額 △12,275

未払金の減少額 △17,504

未払消費税の減少額 △13,587

その他負債の増加額  5,239

小計  212,932

法人税等の支払額 △173,572

営業活動によるキャッシュ・フロー  39,360

Ⅱ 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 △2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,000

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払 △48,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,679

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △11,319

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,422,907

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,411,587
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