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1.  平成22年5月期第1四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 588 ― △73 ― △73 ― △52 ―

21年5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5月期第1四半期 △2,574.99 ―

21年5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5月期第1四半期 2,634 1,699 64.3 82,426.45
21年5月期 2,510 1,834 72.9 88,999.72

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  1,694百万円 21年5月期  1,829百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― ― ― 4,000.00 4,000.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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  有  
当社における業績予想については、通期のみ開示とさせて頂いております。 
尚、第２四半期累計期間の業績予想については、オンライン事業の海外展開及びゲーム開発事業における商品の売上計上時期について、現状精査して
いる状況であるため、平成22年５月期通期予想に変更はございませんが、第２四半期累計期間の業績予想については開示を行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 3,500 3.6 560 5.4 550 4.2 300 △4.3 14,593.57
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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. その他をご覧ください。] 

(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5月期第1四半期 21,027株 21年5月期  21,027株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  470株 21年5月期  470株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第1四半期 20,557株 21年5月期第1四半期 21,027株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定およ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、３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」をご覧ください。 

㈱ケイブ（３７６０）平成22年５月期　第１四半期決算短信

―　2　―



当第１四半期会計期間（平成21年6月1日から平成21年8月31日まで）におけるわが国経済は、世界的な

景気後退の影響等により、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷が続いており、依然として景気は

厳しい状況となっております。 

 このような経済状況の下、当社は、オンライン事業を中核事業として位置付け、重点的に経営資源を投

入するとともに、各事業の効率的な運営を推進することで収益性の向上に努めてまいりました。当第１四

半期会計期間につきましては、オンライン事業においては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」

の運営及び２作目となる「ミニ四駆ワールド」の開発を進めてまいりました。インフォメーションプロバ

イダー事業においては、多様化するユーザーニーズや競合の激化など市場環境は厳しさを増す中、音楽・

占い・ゲーム・情報の各ジャンルに対して高付加価値コンテンツを提供してまいりました。ゲーム開発事

業においては、アーケードゲーム機の販売等及びイベント開催による物販を行ってまいりました。コマー

ス事業においては、ビーズアクセサリーやその関連商品を携帯電話公式サイト、PCサイト及び店舗にて企

画販売を行ってまいりました。以上の結果、売上高は588百万円となりました。一方、利益面につきまし

ては、ゲーム開発事業の収益の悪化及び収益性の高いオンライン事業、インフォメーションプロバイダー

事業の減収の影響等により、利益確保には至らず、営業損失73百万円、経常損失73百万円、四半期純損失

は52百万円となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて109百万円増加し、1,830百万円となりました。これは、現金及び

預金が315百万円、仕掛品が24百万円増加し、受取手形及び売掛金が187百万円、未収入金が67百万円減

少したことなどによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて14百万円増加し、803百万円となりました。これは、有形固定資

産が41百万円減少し、無形固定資産が54百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前事業年度に比べて123百万円増加し、2,634百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて7百万円増加し、684百万円となりました。これは、１年内返済長

期借入金が136百万円、未払配当金が26百万円増加し、未払金が80百万円、未払費用が60百万円減少し

たことなどによります。 

固定負債は、金融機関からの長期借入金250百万円によるものであります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて257百万円増加し、934百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて134百万円減少し、1,699百万円となりました。これは、利益剰

余金が減少したことによるものであります。 

  

オンライン事業におきましては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の国内及び海外でのサー

ビスに加え、オンラインゲーム２作目となる「ミニ四駆ワールド」の正式サービス開始を目指し、開発を

強化してまいります。 インフォメーションプロバイダー事業におきましては、既存コンテンツのサービ

ス内容の充実及び効率的なサイト運営を促進し、利益率の向上を図ってまいります。 ゲーム開発事業に

おきましては、業務用アーケードゲームの販売及び家庭用ゲームソフトの開発販売を強化してまいりま

す。 コマース事業におきましては、商品力の向上、サイトリニューアル等を実施し、PC及び携帯電話サ

イト、リアル店舗での販売強化を図るとともに、運営費用の増加を抑え収益化を目指してまいります。 

 このような取り組みの結果、通期業績予想として売上高3,500百万円、営業利益560百万円、経常利益

550百万円、当期純利益300百万円を見込んでおります。 

 尚、第２四半期累計期間の業績予想については、オンライン事業の海外展開及びゲーム開発事業におけ

る商品の売上計上時期について、現状精査している状況であるため、平成22年５月期通期予想に変更はご

ざいませんが、第２四半期累計期間の業績予想については開示を行っておりません。 

 また、業績については市場環境の変化やそれに付随する各種要因によって大きく変動する可能性があり

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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１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 
  
２．棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期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、前事業年度末を基礎

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。 

  
３．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。 

  

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
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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８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 844,543

受取手形及び売掛金 575,368

商品及び製品 131,461

仕掛品 39,844

原材料及び貯蔵品 47,130

前渡金 2,277

前払費用 40,862

繰延税金資産 40,463

未収入金 128,881

その他 3,272

貸倒引当金 △23,683

流動資産合計 1,830,422

固定資産  

有形固定資産  

建物 63,656

減価償却累計額 △25,373

建物（純額） 38,283

工具、器具及び備品 293,559

減価償却累計額 △187,818

工具、器具及び備品（純額） 105,741

有形固定資産合計 144,024

無形固定資産  

商標権 6,643

ソフトウエア 183,641

ソフトウエア仮勘定 252,968

その他 630

無形固定資産合計 443,884

投資その他の資産  

投資有価証券 516

関係会社株式 30,000

出資金 826

繰延税金資産 96,595

敷金 87,834

差入保証金 120

投資その他の資産合計 215,891

固定資産合計 803,800

資産合計 2,634,223
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 15,797

1年内返済予定の長期借入金 367,600

未払金 81,431

未払費用 131,472

未払法人税等 2,127

未払消費税等 7,275

前受金 32,359

預り金 16,369

未払配当金 27,918

ポイント引当金 2,228

流動負債合計 684,578

固定負債  

長期借入金 250,000

固定負債合計 250,000

負債合計 934,578

純資産の部  

株主資本  

資本金 785,527

資本剰余金 729,167

利益剰余金 226,608

自己株式 △46,876

株主資本合計 1,694,425

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 15

評価・換算差額等合計 15

新株予約権 5,204

純資産合計 1,699,645

負債純資産合計 2,634,223
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 588,604

売上原価 371,590

売上総利益 217,014

販売費及び一般管理費  

回収費 41,650

貸倒引当金繰入額 13,909

広告宣伝費及び販売促進費 32,222

役員報酬 25,500

給料及び手当 42,764

開発研究費 16,007

地代家賃 7,544

運賃 7,637

支払手数料 10,976

その他 92,730

販売費及び一般管理費合計 290,944

営業損失（△） △73,930

営業外収益  

受取利息 40

法人税等還付加算金 136

業務受託手数料 180

出資金運用益 1,022

その他 72

営業外収益合計 1,451

営業外費用  

支払利息 559

為替差損 233

営業外費用合計 793

経常損失（△） △73,272

税引前四半期純損失（△） △73,272

法人税、住民税及び事業税 2,450

法人税等調整額 △22,788

法人税等合計 △20,338

四半期純損失（△） △52,934
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △73,272

減価償却費 75,439

株式報酬費用 621

ポイント引当金の増減額（△は減少） 338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,932

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 559

売上債権の増減額（△は増加） 187,768

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,194

仕入債務の増減額（△は減少） 8,378

未払金の増減額（△は減少） △63,090

未払費用の増減額（△は減少） △60,266

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,275

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△6,018

その他の資産の増減額（△は増加） 51,403

その他の負債の増減額（△は減少） 1,646

小計 124,479

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △3,064

法人税等の支払額 △24,856

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,598

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 △9,725

無形固定資産の取得による支出 △102,276

敷金の差入による支出 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,021

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △113,550

配当金の支払額 △55,677

財務活動によるキャッシュ・フロー 330,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 315,348

現金及び現金同等物の期首残高 529,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 844,543
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 該当事項なし 

  

 該当事項なし 

  

(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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＜ご参考＞
【前(四半期)連結財務諸表】

　(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年５月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 529,194

　　受取手形及び売掛金 763,136

　　商品及び製品 116,925

　　仕掛品 15,435

　　原材料及び貯蔵品 46,797

　　繰延税金資産 18,555

　　未収入金 196,668

　　その他 46,418

　　貸倒引当金 △ 11,750

　　流動資産合計 1,721,381

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物 63,656

　　　　減価償却累計額 △ 23,835

　　　　建物（純額） 39,821

　　　工具、器具及び備品 315,039

　　　　減価償却累計額 △ 169,299

　　　　工具、器具及び備品（純額） 145,739

　　　有形固定資産合計 185,561

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 197,631

　　　ソフトウエア仮勘定 183,994

　　　その他 7,333

　　　無形固定資産合計 388,958

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 16,841

　　　繰延税金資産 95,738

　　　敷金 87,834

　　　その他 926

　　　投資その他の資産合計 201,340

　　固定資産合計 775,861

　資産合計 2,497,242

負債の部

　流動負債

　　買掛金 7,418

　　1年内返済予定の長期借入金 231,150

　　未払金 161,704

　　未払費用 191,739

　　未払法人税等 30,551

　　ポイント引当金 1,890

　　その他 52,252

　　流動負債合計 676,706

　負債合計 676,706

純資産の部

　株主資本

　　資本金 785,527

　　資本剰余金 729,167

　　利益剰余金 348,155

　　自己株式 △ 46,876

　　株主資本合計 1,815,972

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 20

　　評価・換算差額等合計 △ 20

　新株予約権 4,582

　純資産合計 1,820,535

負債純資産合計 2,497,242
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(2)【四半期連結損益計算書】

 　【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６月１日
　至 平成20年８月31日)

売上高 756,268

売上原価 379,645

売上総利益 376,622

販売費及び一般管理費 282,154

営業利益 94,467

営業外収益

　受取利息 451

　出資金運用益 3,777

　持分法による投資利益 5,197

　その他 328

　営業外収益合計 9,754

営業外費用

　支払利息 3,156

　その他 358

　営業外費用合計 3,514

経常利益 100,707

特別利益

　新株予約権戻入益 76

　特別利益合計 76

特別損失

　固定資産除却損 570

　事務所移転費用 3,999

　特別損失合計 4,569

税金等調整前四半期純利益 96,213

法人税、住民税及び事業税 27,620

法人税等調整額 15,027

法人税等合計 42,648

四半期純利益 53,565
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成20年８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 96,213

　減価償却費 54,320

　株式報酬費用 457

　ポイント引当金の増減額（△は減少） 561

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,849

　受取利息及び受取配当金 △ 451

　支払利息 3,156

　持分法による投資損益（△は益） △ 5,197

　事務所移転費用 2,961

　固定資産除却損 570

　売上債権の増減額（△は増加） 133,820

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 22,108

　仕入債務の増減額（△は減少） 6,185

　未払金の増減額（△は減少） △ 46,666

　未払費用の増減額（△は減少） △ 29,918

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 24,364

　未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） △ 3,533

　その他の資産の増減額（△は増加） 31,039

　その他の負債の増減額（△は減少） △ 10,283

　小計 188,610

　利息及び配当金の受取額 451

　利息の支払額 △ 2,997

　法人税等の支払額 △ 114,793

　営業活動によるキャッシュ・フロー 71,270

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 △ 22,416

　無形固定資産の取得による支出 △ 19,339

　敷金の差入による支出 △ 16,597

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 58,352

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 △ 113,550

　配当金の支払額 △ 25,647

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 139,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 126,280

現金及び現金同等物の期首残高 1,292,347

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,166,066
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該当事項なし 

  

  

  

  

  

6. その他の情報
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