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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,437 10.1 397 42.8 420 30.3 243 37.7
21年3月期第1四半期 1,305 ― 278 ― 322 ― 176 ―

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 24.19 ―
21年3月期第1四半期 16.65 ―

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 8,152 7,191 88.2 724.41
21年3月期 8,215 7,208 87.7 710.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,191百万円 21年3月期  7,208百万円

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3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 12.00 22.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

2,700 △0.1 500 △17.5 400 △36.4 250 △24.3 24.82

通期 5,900 2.7 1,250 2.6 1,150 9.8 750 ― 74.46



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、４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、４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、４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 
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４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ください。 

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） 22年3月期第1四半期 10,649,000株 21年3月期  10,649,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  722,350株 21年3月期  496,250株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,072,475株 21年3月期第1四半期 10,622,875株



   当第１四半期連結会計期間の国内経済は、引き続き、世界的な金融危機や世界景気の後退の影響を受け、輸出及

び生産が持ち直すなどの景気回復の兆しはあるものの、企業収益は大幅に減少していることにより、雇用情勢も急

速に悪化するなど、依然として厳しい状況にあります。 

   当社グループの主力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21年６月末現在では、携帯電話の契約数は108百万台（前年同期比4.7％増）となっており、その

内、第三世代携帯電話の契約数は102百万台と全体の契約数の94.1％を占めております。 

   このような経営環境下におきまして、景気動向を考慮しながら、中長期的な経営基盤を強固にすることを目指し

て、既存事業の拡大と新規事業の推進を当連結会計年度の経営方針としております。 

   既存事業では、引き続き、キャラクター、教育関連などのコンテンツを複数事業で活用する事業間シナジーを図

っております。また、新規事業では、前連結会計年度に開始した投資教育事業の事業化へ向けたマーティング活動

を行っております。 

   この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,437,087千円（前年同期比10.1％増）、営業利益397,4 

 45千円（前年同期比42.8％増）、経常利益420,198千円（前年同期比30.3％増）、四半期純利益243,663千円（前年

同期比37.7％増）となりました。 

   なお、事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（モバイルコンテンツ事業） 

  モバイルコンテンツ事業におきましては、キャラクター分野の有料サイトに注力するとともに、新規サイトの立ち

上げにも努め、第２四半期以降のサービス開始に向け開発を進めております。 

 上記の結果、売上高1,049,712千円（前年同期比4.6％増）、営業利益422,132千円（前年同期比27.0％増）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おきましては、前連結会計年度に引き続き、キャラクターを取り扱った、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。 

 上記の結果、売上高81,461千円（前年同期比30.7％減）、営業損失3,614千円（前年同期は営業利益11,332千円）

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きましては、家庭用ビデオゲーム機のニンテンドーDS及びWii向けのパッケージ

ソフトを中心として、「Open！ Study」、「Enjoy！ Diet」のユーザーへの浸透を図っており、新たに「（財）日本

漢字能力検定協会公認 漢検DS３デラックス」、「英検過去問題収録英検DS２デラックス」などのタイトルを新たに

発売しております。 

 また、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！」は、海外展開をするため、ソフトメ

ーカーに対してのライセンス提供も行いました。 

 上記の結果、売上高311,037千円（前年同期比67.1％増）、営業利益83,249千円（前年同期比548.2％増）となって

おります。 

  

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して63,085千円減少した8,152,

 705千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が1,040,659千円の増加となったものの、その他流動資産が

967,184千円の減少となったことによるものであります。 

  負債合計は、前連結会計年度末と比較して45,466千円減少した961,424千円となりました。その主な要因は、営

業未払金34,728千円の減少、未払法人税等37,346千円の減少があった一方で、支払手形及び買掛金9,442千円の増

加、賞与引当金9,405千円の計上、その他流動負債7,760千円の増加により相殺されたものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末と比較して17,618千円減少した7,191,281千円となりました。その主な要因は、四

半期純利益の影響による利益剰余金121,830千円の増加があったものの、自己株式の取得を行ったことから自己株

式148,096千円の増加となっ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」）は、5,642,684千円と前連結会計

年度末より1,040,659千円増加となりました。 

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 （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383,285千円（前年同期は1,806千円の資金減少）となりました。 

  これは主に、税金等調整前四半期純利益420,198千円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834,219千円（前年同期は63,675千円の資金減少）となりました。 

  これは主に、前連結会計年度に売却した投資有価証券が、投資有価証券の売却による収入844,193千円として影

響したためであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は175,517千円（前年同期は53,519千円の資金減少）となりました。 

これは主に、自己株式の取得を行ったことによる、自己株式の取得による支出149,899千円が要因であります。 

  

       平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績見通しは、平成21年５月13日付の決算短信で公表 

 した数値から変更はありません。 

   なお、個別の第２四半期累計期間につきましては、連結子会社のロケットカンパニー株式会社から配当金140百万

円の受領により経常利益及び四半期純利益の業績予想の修正を行っております。詳細につきましては平成21年７月

30日付発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

 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１四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。 

  

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

  工事契約に関する会計基準の適用 

  受注制作のソフトウェア（ソフトウェアの請負契約）に係る収益の計上基準については、従来検収基準を

適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連

結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したプロジェクトから、当第１四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては進行基準（進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他のプロジェクトについては検収基準を適用しております。 

  なお、これによる売上高、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。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,642,684 4,602,025

受取手形及び売掛金 1,227,502 1,296,231

商品及び製品 29,228 35,090

仕掛品 1,132 1,700

原材料及び貯蔵品 244 244

その他 347,203 1,314,387

貸倒引当金 △37,279 △34,155

流動資産合計 7,210,717 7,215,524

固定資産   

有形固定資産 77,284 80,477

無形固定資産   

のれん 9,007 12,009

その他 33,754 35,229

無形固定資産合計 42,761 47,238

投資その他の資産   

投資有価証券 515,439 538,707

その他 357,261 386,401

貸倒引当金 △50,759 △52,559

投資その他の資産合計 821,942 872,549

固定資産合計 941,988 1,000,265

資産合計 8,152,705 8,215,790

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,017 2,575

営業未払金 577,795 612,523

未払法人税等 31,550 68,897

賞与引当金 9,405 －

その他 330,655 322,895

流動負債合計 961,424 1,006,891

負債合計 961,424 1,006,891



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21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 2,522,515 2,400,685

自己株式 △448,461 △300,365

株主資本合計 7,209,077 7,235,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,040 △26,615

評価・換算差額等合計 △18,040 △26,615

新株予約権 243 172

純資産合計 7,191,281 7,208,899

負債純資産合計 8,152,705 8,215,790



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,305,133 1,437,087

売上原価 662,410 636,807

売上総利益 642,722 800,279

販売費及び一般管理費 364,393 402,833

営業利益 278,329 397,445

営業外収益   

受取配当金 20,023 25,400

為替差益 16,434 －

その他 11,416 3,145

営業外収益合計 47,873 28,545

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,401 2,661

為替差損 － 1,327

支払手数料 911 －

自己株式取得費用 － 1,802

その他 304 －

営業外費用合計 3,616 5,792

経常利益 322,586 420,198

特別損失   

投資有価証券評価損 9,716 －

特別損失合計 9,716 －

税金等調整前四半期純利益 312,869 420,198

法人税、住民税及び事業税 114,034 25,380

法人税等調整額 21,876 151,154

法人税等合計 135,910 176,535

四半期純利益 176,959 243,663



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 312,869 420,198

減価償却費 7,449 7,173

のれん償却額 3,002 3,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,646 1,324

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,405 9,405

受取利息及び受取配当金 △28,853 △25,735

為替差損益（△は益） △16,468 1,327

投資有価証券評価損益（△は益） 9,716 －

投資事業組合運用損益（△は益） 2,401 2,661

売上債権の増減額（△は増加） 102,677 68,728

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,511 6,430

前渡金の増減額（△は増加） 20,823 34,071

仕入債務の増減額（△は減少） 1,108 9,442

営業未払金の増減額（△は減少） △115,273 △34,728

未払金の増減額（△は減少） △42,849 △93,970

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,361 7,945

その他 5,770 6,438

小計 282,275 423,715

利息及び配当金の受取額 7,048 28,858

法人税等の支払額 △291,130 △69,289

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,806 383,285

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 △5,028 △1,319

投資有価証券の取得による支出 △43,269 △3,654

投資有価証券の売却による収入 － 844,193

無形固定資産の取得による支出 － △2,465

短期貸付けによる支出 △15,000 －

その他 △377 △2,533

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,675 834,219

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 △53,183 △149,899

配当金の支払額 △335 △25,617

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,519 △175,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,468 △1,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,532 1,040,659

現金及び現金同等物の期首残高 4,937,238 4,602,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,834,705 5,642,684



 該当事項はありません。 

  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  本邦以外の国又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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

本邦以外の国又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。 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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   1,001,589  117,482   186,061   1,305,133  －  1,305,133

(2）セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
  1,500  －   29   1,529   (1,529)  － 

     計  1,003,089   117,482   186,091   1,306,663   (1,529)  1,305,133

 営業利益   332,478   11,332   12,844   356,655   (78,325)   278,329

  

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   1,045,212  81,077   310,797  1,437,087  －  1,437,087

(2）セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
  4,500   384  239  5,123  (5,123)  －

     計  1,049,712   81,461  311,037  1,442,210  (5,123)  1,437,087

 営業利益(又は営業損失)   422,132   (3,614)  83,249  501,768  (104,322)  397,445

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	イマジニア㈱（4644）　平成22年３月期　第１四半期決算短信: イマジニア㈱（4644）　平成22年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


