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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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6月期第1四半期 6,837 245.2 3,939 182.0 3,942 182.5 2,129 183.0
21年6月期第1四半期 1,980 ― 1,396 ― 1,395 ― 752 ―

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6月期第1四半期 95.15 87.71
21年6月期第1四半期 37.37 ―

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6月期第1四半期 15,356 11,139 72.5 497.79
21年6月期 15,619 9,122 58.4 407.64

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  11,139百万円 21年6月期  9,122百万円

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  

22年6月期の1株当たりの配当金につきましては、現在未定です。 

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6月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6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

13,600 178.1 7,500 131.8 7,500 134.3 4,000 133.3 89.37

通期 27,100 94.3 14,000 67.4 13,900 66.9 7,400 65.6 165.34
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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  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 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6月期第1四半期 22,378,000株 21年6月期  22,378,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 22,378,000株 21年6月期第1四半期 20,132,370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．上記の予想は、本資料の発表当時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により、実際の業績と異なる場合
がありますのでご了承ください。 
2．22年6月期の1株当たりの配当金につきましては、予想額の開示が可能になった時点で速やかにお知らせ致します。 
3．当社は、平成21年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。なお、22年6月期の業績予想における1株当たり当期純
利益については当該株式分割による影響を考慮した期中平均発行済株式数により算定しております。 
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 我が国のインターネット利用環境は、アクセス網の大容量化や低廉化を背景にモバイル及びＰＣ共になお発展段

階にあります。平成20年12月時点でインターネット利用者数は9,091万人、そのうちブロードバンド利用者数は6,723

万人に達し、全利用者のうち約74％が光回線またはＤＳＬ回線等の利用が可能であると言われております（総務省平

成20年「通信利用動向調査」）。また、モバイルインターネットに関しても成長著しく、平成21年９月時点で携帯電

話契約数は１億963万件、そのうち第三世代携帯電話契約数は１億462万件に達し、全端末のうち約95％は高速データ

通信が可能な状況と言われております（電気通信事業者協会発表）。加えて、パケット定額制に関しても平成20年９

月時点で加入者数は3,973万件に達し、全端末のうち約37％は定額料金での高速データ通信が可能な状況と言われ

ております（電気通信事業者協会、各社発表資料を基にモバイル・コンテンツ・フォーラム推計）。 

 このような事業環境の下、当社は主力のインターネットメディア事業の拡大に向け、その中核を成すモバイル・

ＰＣ向けＳＮＳ「ＧＲＥＥ」において、ユーザー数の拡大、収益基盤の確立・強化に取り組んで参りました。ユー

ザー数の拡大に向けては、引き続き大手通信事業者との連携やＴＶ-ＣＭ放映等によるプロモーションに取り組みま

した。その結果、平成21年９月末には「ＧＲＥＥ」のユーザー数がモバイル・ＰＣ合計で1,512万人に達しておりま

す。 

 収益基盤の確立・強化に向けては、ソーシャルゲームの特性を活かしたオリジナルのタイアップ広告等を推進致し

ました。また、釣りゲーム「釣り★スタ」、ペット育成ゲーム「クリノッペ」、探検ゲーム「探検ドリランド」及び

ガーデニングゲーム「ハコニワ」といった、有償アイテム利用を伴うエンターテインメント性の高いソーシャルゲー

ムにおいて、新機能の導入などを実施致しました。更に、ソーシャルゲームやアバターに関連した月額課金メニュー

の拡充を通じて、収益基盤の安定性向上を図りました。 

 サイト内の安全性及び健全性の維持に関する取り組みとして、平成20年８月に一般社団法人モバイルコンテンツ審

査・運用監視機構（注）（以下「ＥＭＡ」という。）より、サイト運用管理体制に関する第三者認証を取得して以

来、「ＥＭＡ」基準以上の管理体制を維持し、継続的・定期的に実施される「ＥＭＡ」の審査に通過しております。

 更に、年齢別の利用制限を開始すると共に、パトロール体制の強化、青少年保護のための啓発活動の強化などを実

施し、ユーザーによる安心かつ快適な利用環境の維持、並びにサービスの健全な発展に努めました。 

以上の取り組みの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は6,837百万円（前年同期比245.2％増）、営業

利益は3,939百万円（前年同期比182.0％増）、経常利益は3,942百万円（前年同期比182.5％増）、四半期純利益は

2,129百万円（前年同期比183.0％増）となっております。 

(注) モバイルコンテンツの健全な発展と違法・有害情報からの青少年保護を目的として、モバイルサイトの審査、 

   認定、運用監視等を行う第三者機関 

  

（１）財政状態  

 当社の当第１四半期会計期間末の総資産は15,356百万円となり、前事業年度末に比べ263百万円減少致し

ました。主な要因としましては、資産については法人税等及び配当金の支払いによる「現金及び預金」の減少（前事

業年度末比1,547百万円減少）、売上高の増加に伴う「売掛金」の増加(前事業年度末比1,175百万円増加)などが挙げ

られます。負債及び純資産については「未払法人税等」の減少（前事業年度末比2,217百万円減少）、「利益剰余

金」の増加（前事業年度末比2,017百万円増加）などが挙げられます。 

  企業の安定性を示す自己資本比率は前事業年度58.4％に対し、当第１四半期会計期間は72.5％と14.1ポイント上昇

しております。また、支払い能力を示す流動比率は、前事業年度235.4％に対し当第１四半期会計期間は352.7％と

117.3ポイント増加しております。 

  

 （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。）の残高は9,046百万円となり、前 

事業年度末より1,547百万円減少となりました。 

 当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

  

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
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 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において営業活動により使用した資金は、1,317百万円となりました。これは売上増加に伴

い、税引前四半期純利益が3,942百万円となったものの、売上債権の増加（1,175百万円）、法人税等の支払（3,995

百万円）などにより資金が減少したこと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） 

 当第１四半期累計期間において投資活動により使用した資金は、120百万円となりました。主な支出要因は、敷金

の差入による支出52百万円、投資有価証券の取得による支出39百万円であります。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間において投資活動により使用した資金は、配当金の支払による支出110百万円であります。

  

当社をとりまく事業環境については、モバイルとＰＣにおける安価で快適なインターネット利用環境の整備を背

景に、ＳＮＳ利用者の裾野がますます拡大するものと思われます。当社は引き続きインターネットメディア事業に経

営資源を重点的に配分し、当該事業の中核を成すＳＮＳ「ＧＲＥＥ」のメディア価値の最大化を目指し、ユーザー数

の拡大及び収益基盤の確立・強化に取り組んで参ります。また、設備投資や人員増強などをはじめ、経営基盤の強化

にも積極的に取り組んでゆく計画です。 

ユーザー数の拡大に向けては、大手通信事業者との連携、多様なプロモーション手法を用いた広告宣伝活動の展

開を積極的に推進して参ります。同時に、収益基盤の確立・強化に向けては、ソーシャルゲームの新規投入やコンテ

ンツの利用拡大に向けた施策の展開及び月額課金メニューの拡充を推進することで、有料課金収入の拡大及び安定化

を図ります。また、広告メディア収入については、景気低迷による広告市況悪化の影響等が見受けられるものの、サ

ービス規模の順調な成長に伴う広告媒体価値の向上を背景に、新規広告主の開拓を推進して参ります。一方、費用に

ついては、主に広告宣伝費、トラフィックの増加に伴うサーバー賃借料、有料課金収入の拡大に伴う支払手数料、人

件費の増加等を見込んでおります。 

以上により、第１四半期累計期間までの業績推移と今後の取り組みによる影響を考慮して、通期の売上高27,100

百万円（前期比94.3％増）、営業利益14,000百万円（前期比67.4％増）、経常利益13,900百万円（前期比66.9％

増）、当期純利益7,400百万円（前期比65.6％増）を見込んでおります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,046 10,594

売掛金 4,950 3,775

その他 1,067 1,083

貸倒引当金 △192 △158

流動資産合計 14,872 15,295

固定資産   

有形固定資産 84 82

無形固定資産 6 7

投資その他の資産 392 234

固定資産合計 483 324

資産合計 15,356 15,619

負債の部   

流動負債   

未払金 2,091 1,982

未払法人税等 1,830 4,047

賞与引当金 33 －

その他 260 466

流動負債合計 4,216 6,497

負債合計 4,216 6,497

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,093 2,093

資本剰余金 2,091 2,091

利益剰余金 6,954 4,936

株主資本合計 11,139 9,122

純資産合計 11,139 9,122

負債純資産合計 15,356 15,619
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,980 6,837

売上原価 156 634

売上総利益 1,824 6,203

販売費及び一般管理費 427 2,263

営業利益 1,396 3,939

営業外収益   

受取利息 1 1

その他 0 0

営業外収益合計 1 2

営業外費用   

株式公開費用 2 －

為替差損 － 0

その他 0 －

営業外費用合計 2 0

経常利益 1,395 3,942

税引前四半期純利益 1,395 3,942

法人税、住民税及び事業税 658 1,808

法人税等調整額 △15 4

法人税等合計 642 1,812

四半期純利益 752 2,129

－6－

グリー株式会社（3632）平成22年６月期 第１四半期決算短信（非連結）



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９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 1,395 3,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 33

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 －

受取利息及び受取配当金 △1 △1

売上債権の増減額（△は増加） △508 △1,175

未払金の増減額（△は減少） △567 127

その他 17 △249

小計 339 2,676

利息及び配当金の受取額 1 1

法人税等の支払額 △630 △3,995

営業活動によるキャッシュ・フロー △290 △1,317

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 △11 △28

無形固定資産の取得による支出 △5 －

敷金の差入による支出 － △52

投資有価証券の取得による支出 － △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △16 △120

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 15 －

配当金の支払額 － △110

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 15 △110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △291 △1,547

現金及び現金同等物の期首残高 1,292 10,594

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,001 9,046
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 該当事項はありません。 

  

 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
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