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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 948 ― 149 ― 148 ― 92 ―
21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年2月期第1四半期 4,920.08 4,338.58
21年2月期第1四半期 ― ―

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

22年2月期第1四半期 2,054 1,476 71.2 77,982.91
21年2月期 2,262 1,397 61.6 74,223.41

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,463百万円 21年2月期  1,393百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 1,200.00 1,200.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,905 ― 174 ― 165 ― 111 ― 5,913.06

通期 4,200 31.9 452 11.8 434 15.2 253 20.4 13,477.52
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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」をご覧下さい。 

(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、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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 
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。 
（平成22年２月期の業績予想について） 
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、業況等
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
（その他特記事項） 
当社は、平成21年２月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成22年２月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載して
おりません。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年2月期第1四半期 18,772株 21年2月期  18,772株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 18,772株 21年2月期第1四半期 15,779株
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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１四半期連結会計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）におけるわが国経済は、昨年来の急激な
悪化が続く中、生産、消費などの一部に底打ちの兆しが見えるものの、全般的に低水準で推移し、依然、先行き不透
明な状況であります。
一般企業においては設備投資に対し慎重な態度であり、ＩＴ投資に関しても投資効果を重視し、厳しく選別する

傾向にあります。 
また、携帯電話市場においては、新規の携帯電話端末への買換え需要低迷による端末販売台数減少の影響を受

け、携帯電話端末メーカーの業績は悪化している一方で、携帯電話端末の普及台数は着実に増加を続け、特にパケッ
トを中心とした情報通信端末としての利用形態が浸透し、携帯電話キャリアの業績は手堅く推移しております。
このような環境下において、当社グループでは、更なる業容拡大に向け、新規ビジネスの発掘・事業化に向けた

人員拡充をはじめとした投資や、Ｂ to Ｃビジネスを拡大すべく広告宣伝投資を積極的に行ったほか、内部統制や管
理機能強化に取り組みました。
以上の結果、当第１四半期の連結経営成績は売上高948,697千円（前年同期比22.0％増）、営業利益は149,043千

円(前年同期比33.6％減)、経常利益148,421千円（前年同期比25.8％減）、四半期純利益92,359千円（前年同期比21.5％
減）となりました。
当第１四半期連結会計期間における連結売上総利益は、396,501千円（前年同期比27.3％増）と売上高の伸び率を

上回る勢いで拡大しておりますが、前述の広告宣伝等の積極投資で販売費及び一般管理費が247,458千円（前年同期
比184.3％増）となったことにより、営業利益、経常利益、四半期純利益としては、前年同期と比べ減益となりまし
た。
なお、期初の第２四半期累計業績予想に対しての利益面での進捗率は、営業利益で85.7％、経常利益で90.0％、純

利益で83.2％と、順調に推移しております。
事業別の動向は、以下のとおりであります。

＜アプリケーション事業＞
電子ブック事業につきましては、ビューワライセンス、ＡＳＰ共に市場の一層の拡大に連動し、順調に推移いた

しました。コミックを中心とした電子ブックを利用する習慣が、確実に拡がりを見せ、徐々に定着の様相を呈し、コ
ンテンツ市場の拡大に連動し、利用料収入も順調に増加しております。
また、本年2月よりサービスを開始しましたアニメーションメールにつきましても、ドコモ、auの新規端末にエン

ジンが搭載される体制が整い、エンジンライセンス収入が拡大しております。
これらの結果、当第１四半期連結会計期間におけるアプリケーション事業の連結売上高は349,580千円となりまし

た。
＜コンテンツ事業＞
コンテンツ事業につきましては、携帯電話端末出荷台数は低迷したものの、携帯電話ユーザの総数は順調に増え

続けており、着せ替えコンテンツ利用者数の拡大、定着により、コンシューマ向け配信が堅調に推移し、売上も順調
に増加しております。
また、着せ替えコンテンツ市場の拡大を受け、ポータルサイト「カスタモ」の中の人気コンテンツを新規サイト

として独立させる施策を開始し、第一弾として４月に「Ｒｏｄｙ☆きせかえ」サイトをａｕ向けに立ち上げました。
これらの結果、当第１四半期連結会計期間におけるコンテンツ事業の連結売上高は254,541千円となりました。

＜ウェブ事業＞
ウェブソリューション事業につきましては、メディカル、ヘルスケア業界向けは比較的順調に推移いたしました

が、一般法人向けのウェブソリューションに関しては景気低迷の影響を受けて、低調な推移を示しました。
また、昨年11月よりＫＤＤＩ株式会社との共同事業としてサービスを開始した、auユーザに対する健康管理サー

ビス「au Smart Sports Karada Manager」につきましては、会員の伸びも順調に推移しております。また、さらなる会
員増を目指して、本年5月より機器連携（体重計+ブルートゥース）、ＰＣとの連携強化などの新規機能を追加し、
サービス内容の拡充に努めております。
これらの結果、当第１四半期連結会計期間におけるウェブ事業全体としての連結売上高は344,575千円となりまし

た。 
なお、当第１四半期連結会計期間より新たに株式会社カメリアシステムを連結子会社化し、システム開発面での

協業体制を強化しております。
※当社は平成21年２月期第３四半期より連結財務諸表を作成しており、前第１四半期会計期間の四半期財務諸表につ
いては、当文章中の前年同四半期会計期間と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報
（1）財政状態の分析
当第１四半期連結会計期間においては、流動資産の回収ならびにそれらの買掛金、未払法人税等の負債削減への

充当、ソフトウェア等の無形固定資産の償却による減少を主因とし、資産が207,445千円、負債が286,281千円それぞ
れ減少いたしました。また、純資産については主に利益剰余金の増加により78,836千円増加いたしました。
（2）キャッシュ・フローの状況
当第１四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」という。）は、501,175千円となり、前

連結会計年度末に比べ61,184千円減少いたしました。 
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュー・フローの状況とそ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）
営業活動の結果使用した資金は87,204千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上142,078

千円、減価償却費の計上52,339千円及び売上債権の減少29,096千円による収入があったものの、法人税等の支払
額146,543千円、仕入債務の減少107,987千円、賞与引当金の減少35,672千円などによる資金流出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）
投資活動の結果得られた資金は53,996千円となりました。これは主に、差入保証金の差入れ40,648千円、有形固定
資産の取得27,065千円、投資有価証券の取得19,975千円、無形固定資産の取得14,220千円などの支出があったもの
の、貸付金の回収による収入150,000千円により資金が得られたこと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27,975千円となりました。これは主に、配当金の支払い15,465千円並びに借入金の

返済12,510千円による資金流出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22年２月期の業績予想につきましては、期初の第２四半期累計業績予想に対する当第１四半期連結会計期間実
績の進捗率が、売上高で49.8％、営業利益で85.7％、経常利益で90.0％、純利益で83.2％と順調に推移しております
が、経済情勢の先行きが不透明であることを勘案し、第２四半期会計期間以降の業績予想を慎重に見積もった結
果、本資料の公表時点では、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成21年４月10日付「平成21年２月期 決算短
信」において発表いたしました連結業績予想を据え置き、変更しないことといたしました。 
※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、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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
１．簡便な会計処理
①たな卸資産の評価方法
棚卸資産の算出に関しては、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

法により算出しております。 
また、棚卸資産の簿価の切下げに関しては、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

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。
②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。
③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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に著しい変化が生じて

おらず、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、前連結会計年度末決算において
使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

該当事項はありません。
（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表
分）を適用し、個別法による原価法（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。
当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 501,175 562,359

受取手形及び売掛金 447,878 474,617

仕掛品 48,665 43,680

その他 87,519 261,399

流動資産合計 1,085,238 1,342,056

固定資産   

有形固定資産 71,699 49,747

無形固定資産   

ソフトウエア 368,159 385,964

のれん 205,898 213,920

その他 3,496 18,879

無形固定資産合計 577,554 618,765

投資その他の資産 320,497 251,865

固定資産合計 969,751 920,378

資産合計 2,054,989 2,262,434

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 124,827 232,815

短期借入金 140,040 140,040

未払法人税等 37,625 150,584

賞与引当金 41,042 76,714

ポイント引当金 4,582 5,162

その他 163,263 179,835

流動負債合計 511,381 785,152

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 37,450 49,960

固定負債合計 67,450 79,960

負債合計 578,831 865,112

純資産の部   

株主資本   

資本金 452,185 452,185

資本剰余金 442,185 442,185

利益剰余金 564,544 494,711

株主資本合計 1,458,914 1,389,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,980 4,240

評価・換算差額等合計 4,980 4,240

新株予約権 4,000 4,000

少数株主持分 8,262 －

純資産合計 1,476,157 1,397,321

負債純資産合計 2,054,989 2,262,434

－6－

プライムワークス㈱（3627）　平成22年２月期第１四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 948,697

売上原価 552,196

売上総利益 396,501

販売費及び一般管理費 247,458

営業利益 149,043

営業外収益  

受取利息 1,339

その他 2

営業外収益合計 1,341

営業外費用  

支払利息 1,660

その他 303

営業外費用合計 1,963

経常利益 148,421

特別損失  

減損損失 6,343

特別損失合計 6,343

税金等調整前四半期純利益 142,078

法人税、住民税及び事業税 35,854

法人税等調整額 13,810

法人税等合計 49,664

少数株主利益 54

四半期純利益 92,359
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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21年３月１日 
 至 平成21年５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 142,078

減価償却費 52,339

減損損失 6,343

のれん償却額 7,709

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,672

ポイント引当金の増減額（△は減少） △579

受取利息及び受取配当金 △1,339

支払利息 1,660

売上債権の増減額（△は増加） 29,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,974

仕入債務の増減額（△は減少） △107,987

その他 △28,569

小計 60,103

利息及び配当金の受取額 739

利息の支払額 △1,504

法人税等の支払額 △146,543

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,204

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 △27,065

無形固定資産の取得による支出 △14,220

投資有価証券の取得による支出 △19,975

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

6,929

貸付金の回収による収入 150,000

差入保証金の差入による支出 △40,648

その他 △1,023

投資活動によるキャッシュ・フロー 53,996

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 △12,510

配当金の支払額 △15,465

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,184

現金及び現金同等物の期首残高 562,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 501,175
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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。

（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１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日）
当社グループは、携帯電話、ＰＣ、インターネットを活用したサービスを提供することを主要事業としており、
情報サービス事業の単一セグメントであるため、該当事項はありません。 
〔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21年３月１日 至平成21年５月31日）
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〕
当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５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20年３月１日～５月31日）

科目
前年同四半期
（平成21年２月期
第１四半期）
金額（千円）

Ⅰ 売上高 777,865
Ⅱ 売上原価 466,322
売上総利益 311,543

Ⅲ 販売費及び一般管理費 87,035
営業利益 224,507

Ⅳ 営業外費用     
１．株式公開費用 11,785
２．株式交付費 11,162
３．その他 1,574
営業外費用合計 24,523
経常利益 199,984
税引前四半期純利益 199,984
法人税、住民税及び事業税 71,182
法人税等調整額 11,151
四半期純利益 117,650

（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20年３月１日～５月31日）

 
前年同四半期
（平成21年２月期
第１四半期）

区分 金額（千円）
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 199,984
減価償却費 24,330
賞与引当金の増減額（減少：△） △26,838
ポイントサービス引当金の増減額（減少：△） 141
株式交付費 11,162
売上債権の増減額（増加：△） 92,333
たな卸資産の増減額（増加：△） 22,505
仕入債務の増減額（減少：△） △49,241
未払費用の増減額（減少：△） 14,406
未払消費税等の増減額（減少：△） 11,866
前渡金の増減額（増加：△） △13,338
前払費用の増減額（増加：△） △836
前受金の増減額（減少：△） △97,238
前受収益の増減額（減少：△） △2,854
預り金の増減額（減少：△） 14,061
その他 2,115
小計 198,329

法人税等の支払額 △65,086
営業活動によるキャッシュ・フロー 133,243

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 △7,112
無形固定資産の取得による支出 △19,375
差入保証金の差入による支出 △22,260
投資活動によるキャッシュ・フロー △48,747

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
株式の発行による収入 454,357
財務活動によるキャッシュ・フロー 454,357

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 538,852
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 231,631
Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 770,483

  

６．その他の情報
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