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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）当社は、平成21年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成21年３月期第１四半期及び平成22年３月期第１四 
   半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 720 ― 130 ― 130 ― 75 ―
21年3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3月期第1四半期 72.14 63.03
21年3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3月期第1四半期 1,614 1,253 77.6 1,190.35
21年3月期 1,141 670 58.7 722.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,253百万円 21年3月期  670百万円

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  
（注）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、平成22年３月期（予想）における配当金の金額は、未定とさ 
   せて頂いております。 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

1,193 34.6 181 16.7 181 16.8 100 21.6 95.35

通期 2,560 18.5 450 23.0 450 26.5 250 28.0 237.89
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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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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 無
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3月期第1四半期 1,053,000株 21年3月期  927,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 1,042,339株 21年3月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来平成21年３月期まで無配としております。利益配分 
  につきましては、将来的には経営成績及び財務状態を勘案しながら株主への収益の配当を検討する所存でありますが、配当実施の可能性、その 
  実施時期及び回数についての基本的な方針等は現時点において未定であり、平成22年３月期の第２四半期末日及び期末日の配当につきましても 
  未定であります。なお、配当を実施することになった場合には、速やかに開示をいたします。 
 
２．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、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断す 
  る一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮 
  定及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．業績予想に関する定性的情報をご覧下さ 
  い。 
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 当第１四半期会計期間における国内経済は、米国に端を発した金融危機の影響による景気の悪化に、製造業等の一

部で在庫調整が進み底打ちの兆しがあるものの、個人消費の本格的な回復には至っておらず、景気への懸念は依然と

して払拭されておりません。 

 当社を取り巻く国内携帯電話関連市場においては、国内携帯電話加入契約数、第３世代移動通信サービス（３Ｇ）

対応の携帯電話契約数ともに増加しているものの、加入者の純増数は対前年比で減少する傾向が続いております（注

１）。 

 前事業年度に引き続き、通信事業者間では、国内での携帯電話の販売数が減少し加入契約数が伸び悩む中で、他社

との差別化を図るべく、新しいサービス及び新しいコンテンツの提供、新機能端末や高機能端末の開発・発売及び  

様々な低料金・割引プランの導入等各社各様に特色を打ち出した施策を展開し競争が続いております。 

 そのような状況の中で、次世代の高速移動通信サービスの開始が各通信事業者において2010年以降に予定されてい

ること、また、音楽配信、映像配信、電子書籍等のデジタルコンテンツ関連市場の成長が続いており（注２）、モバ

イルインターネットや携帯電話を利用したサービスを取り巻く環境として、今後さらに音楽や映像等のデジタルコン

テンツの流通量が増えることや、流通経路が多様化することが予想されます。 

  

  （注１）社団法人電気通信事業者協会のデータに拠っております。 

  （注２）総務省の発表に拠っております。 

   

 このような市場環境の中で、当第１四半期会計期間のメディアビジネスにおきましては、前事業年度より引き続  

き、音楽検索を始めとした音楽・映像・書籍・ゲーム関連の専門検索サービス及び関連アプリケーションやデータベ

ースの開発に注力してまいりました。ＫＤＤＩ株式会社を主とした通信事業者等との音楽・映像等関連の開発、運

用・保守事業が収益に貢献し、また、音楽・映像等関連サービスの拡大にともない、ライセンス・広告収入の増加が

ありました。特に、書籍関連事業が収益に貢献したことにより、売上高は順調に拡大いたしました。当第１四半期会

計期間のメディアビジネスの売上高は、509,086千円となりました。なお、当第１四半期会計期間において、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモにおける専門検索サービスであるコミック検索サービスが開始されております。 

 当第１四半期会計期間のコンテンツビジネスでは、メールサービスである「デコガール」の月額有料会員サービス

に加え、同サービス内での電子書籍販売及び前事業年度後半にサービスインした、「デコガール」に関連した新しい

サービス（「占い」や「クッキング」等「デコガール」のメインターゲットである若年層の女性ユーザー向けの情報

提供等サービス）の収益があり、当第１四半期会計期間のコンテンツビジネスの売上高は211,502千円となりまし

た。 

 販売費及び一般管理費においては、業容の拡大に対応する経営管理体制の強化を積極的に進めたことにより、 

150,341千円となりました。 

 これらの事業活動の結果、当第１四半期会計期間の売上高は720,589千円となりました。損益面につきましては、

営業利益及び経常利益は130,292千円、四半期純利益は75,198千円となりました。    

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期会計期間末における総資産は、1,614,274千円（前事業年度末比472,467千円増加）となりました。 

流動資産につきましては、1,378,857千円（同450,875千円増加）となりました。増減の主な要因としましては、平成

21年４月２日の東京証券取引所マザーズへ上場した際の公募増資等に伴う「現金及び預金」の増加(同387,836千

円)、書籍関連案件の売上計上に伴う売掛金の増加（同144,992千円）があったことによります。固定資産につきまし

ては、自社サービス用ソフトウェア開発の進捗により無形固定資産が増加したことで、235,416千円（同21,591千円

増加）となりました。 

  負債は、360,823千円（同110,762千円減少）となりました。増減の主な要因としましては、前事業年度に係る法人

税等の納付による未払法人税等の減少（同60,436千円）、役員及び従業員への賞与の支給による賞与引当金及び役員

賞与引当金の減少（同42,720千円）があったことによります。 

  以上の結果、純資産は、当第１四半期会計期間における公募増資の実施と四半期純利益の計上により、1,253,450

千円（同583,230千円増加）となり、自己資本比率は、前事業年度末の58.7％から77.6％となりました。 

  

【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

㈱ソケッツ（3634）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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、前事業年度末に比べ387,836千 

円増加し、697,556千円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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、83,883千円となりました。主な収入要因としては、税引前四半期純利益   

130,292千円、減価償却費16,419千円の計上及び大型案件の売上計上に伴うたな卸資産（仕掛品）の減少53,376千

円がありました。一方で、主な支出要因としては、法人税等の支払額96,412千円、売掛金の増加144,992千円、賞

与引当金及び役員賞与引当金の減少42,720千円がありました。 

 （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、32,226千円となりました。主な支出要因は、自社サービス用ソフトウェアの

開発に係る無形固定資産の取得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） 

 財務活動の結果獲得した資金は、503,946千円となりました。これは、平成21年４月２日の東京証券取引所マザ

ーズへ上場した際の公募増資等に伴うもの（オーバーアロットメント分を含む）であります。 

  

  

  当期の業績予想につきましては、計画どおりに推移しており、平成21年４月24日に公表した第２四半期累計期間及

び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  当社は、引き続き携帯電話を中心としたサービス、アプリケーション及びデータベースの開発・運用に注力し、  

音楽、映画、書籍、ゲーム等ジャンルに特化した専門検索サービス及び関連アプリケーションやデータベースの開発

を行うメディアビジネスや、女性向けのコミュニケーションサービスを中心としたモバイルサービスの提供を行うコ

ンテンツビジネスの事業展開を積極的に行ってまいります。どちらにおいても作品の情報及びユーザーの利用履歴等

を活用したデータベースサービスであるため、ＭＳＤＢ（メディアサービスデータベース）の開発に注力してまいり

ます。また、データベースをより有効に活用したサービスを実現するための携帯電話への組込みアプリケーションで

ある、ＭＳＡＰ（メディアサービスアプリケーション）の開発を進めております。 

  メディアビジネスでは、前事業年度に引き続き通信事業者向け専門検索に係る運用・保守収入の拡大に加え、ラ  

イセンス・広告収入、開発収入がそれぞれ拡大する計画であります。 

  コンテンツビジネスにおいては、「デコガール」を中心とした様々なモバイルサービスの提供を通じて「女性向  

けライフスタイルサポートサービス」の推進を継続し、メールサービス以外の新しいサービスを積極的に展開してま

いります。 

  以上の結果、平成22年３月期の業績としましては、売上高2,560百万円（前事業年度比118.5%）、営業利益450百 

万円（同123.0%）、経常利益450百万円（同126.5%）、当期純利益250百万円（同128.0%）を見込んでおります。 

  

  

 ①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、事業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。  

  

②法人税等調整額並びに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、前事業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、前事業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。   

  

 該当事項はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 697,556 309,720

売掛金 579,140 434,148

仕掛品 78,148 131,524

その他 31,416 59,837

貸倒引当金 △7,404 △7,248

流動資産合計 1,378,857 927,981

固定資産   

有形固定資産 8,147 8,172

無形固定資産 118,412 95,845

投資その他の資産 108,857 109,807

固定資産合計 235,416 213,825

資産合計 1,614,274 1,141,807

負債の部   

流動負債   

買掛金 153,639 180,855

未払金 59,418 64,939

未払法人税等 39,222 99,658

賞与引当金 20,447 47,239

役員賞与引当金 2,100 18,028

その他 63,724 40,327

流動負債合計 338,552 451,048

固定負債   

退職給付引当金 22,271 20,537

固定負債合計 22,271 20,537

負債合計 360,823 471,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 378,712 124,700

資本剰余金 291,512 37,500

利益剰余金 583,219 508,020

株主資本合計 1,253,443 670,220

新株予約権 7 －

純資産合計 1,253,450 670,220

負債純資産合計 1,614,274 1,141,807

㈱ソケッツ（3634）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 720,589

売上原価 439,955

売上総利益 280,633

販売費及び一般管理費 150,341

営業利益 130,292

経常利益 130,292

税引前四半期純利益 130,292

法人税、住民税及び事業税 37,346

法人税等調整額 17,747

法人税等合計 55,093

四半期純利益 75,198

㈱ソケッツ（3634）　平成22年３月期　第１四半期決算短信（非連結）
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 130,292

減価償却費 16,419

株式報酬費用 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,792

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,928

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,733

売上債権の増減額（△は増加） △144,992

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,376

仕入債務の増減額（△は減少） △33,215

未払金の増減額（△は減少） △5,699

その他 37,171

小計 12,528

法人税等の支払額 △96,412

営業活動によるキャッシュ・フロー △83,883

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △32,226

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,226

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 503,946

財務活動によるキャッシュ・フロー 503,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387,836

現金及び現金同等物の期首残高 309,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 697,556
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年４月２日に東京証券取引所マザーズに上場し、上場にあたり、平成21年４月１日に公募増資

による払込を受けました。この結果、当第１四半期会計期間において資本金が202,400千円、資本準備金が

202,400千円増加しました。また、平成21年５月１日付で、野村證券株式会社からの第三者割当増資の払込を受

け、資本金が51,612千円、資本準備金が51,612千円増加し、当第１四半期会計期間末において資本金が378,712

千円、資本準備金が291,512千円となっております。 

（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
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