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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 1,174 ― △102 ― △105 ― △170 ―

21年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △8,316.90 ―

21年5月期第2四半期 ― ―

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2四半期 2,688 1,581 58.6 76,681.78
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2四半期  1,576百万円 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 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00
22年5月期 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 2,800 △17.1 260 △51.0 250 △52.7 50 △84.1 2,432.26
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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） 

 [(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) 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2四半期 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2四半期  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2四半期 20,557株 21年5月期第2四半期 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。 
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当第２四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年11月30日まで）におけるわが国経済は、世界的

な金融危機の影響等により急速に後退した景気に対し、一部には回復の兆しが見られるものの、企業収益

の減少や個人消費の低迷は続いており、依然として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。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、インフォメーションプロバイダー事業においては、音楽・占い・ゲーム・情報の各ジャン

ルに対する高付加価値コンテンツの提供、ゲーム開発事業においては、家庭用ゲームソフト及びアーケー

ドゲーム機等の開発販売、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の企画販売に取

り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間につきましては、オンライン事業、インフォメーションプロバイダ

ー事業及びコマース事業の減収により、売上高は1,174百万円となりました。利益面につきましては、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、ゲーム開発事業における直接

販売事業の廃止に伴う特別損失の発生等により利益確保には至らず、営業損失102百万円、経常損失105百

万円、四半期純損失は170百万円となりました。 

  

  
（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて184百万円増加し、1,905百万円となりました。これは、現金及び

預金が427百万円、繰延税金資産が100百万円増加し、受取手形及び売掛金が144百万円、たな卸資産が

90百万円、未収入金が86百万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６百万円減少し、783百万円となりました。これは、有形固定資

産が94百万円減少し、無形固定資産が87百万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177百万円増加し、2,688百万円となりました。 

  

（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171百万円増加し、未払法人税等が26百万円、未払金が87百万円、未払費用が54百万円減

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423百万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430百万円増加し、1,107百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末に比べて253百万円減少し、1,581百万円となりました。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。 

  

平成21年10月15日に公表しております業績予想につきまして、オンライン事業において、今期に入り減

収傾向になりつつあったオンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の国内売上が、平成21年12月の大型

アップデートの実施等により再び回復基調に転換いたしました。しかしながら、想定より緩やかな上昇で

あることに加え、今後海外での売上を飛躍的に押し上げていくものと期待できる中国及び韓国における課

金サービスの開始が下期にずれ込んだこと等により、売上高予想を修正いたしました。利益面につきまし

ては、営業利益、経常利益とも、収益性の高いオンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の売上が計画

を下回って推移したこと、ゲーム開発事業の直接販売売上が低迷したこと等により、減益が見込まれるた

め修正いたします。また、当期純利益につきましても、平成22年１月13日公表の「特別損失の発生並びに

通期業績予想の修正に関するお知らせ」にも記載のとおり特別損失の発生により下方修正しております。

 このような取り組みの結果、通期業績予想として売上高2,800百万円、営業利益260百万円、経常利益

250百万円、当期純利益50百万円を見込んでおります。 

 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２四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、前事業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．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２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 956,887

受取手形及び売掛金 618,795

商品及び製品 65,048

仕掛品 22,007

原材料及び貯蔵品 1,424

前渡金 115

前払費用 32,867

繰延税金資産 119,181

未収入金 109,998

その他 4,166

貸倒引当金 △25,058

流動資産合計 1,905,434

固定資産  

有形固定資産  

建物 63,656

減価償却累計額 △26,910

建物（純額） 36,746

工具、器具及び備品 262,700

減価償却累計額 △208,647

工具、器具及び備品（純額） 54,053

有形固定資産合計 90,799

無形固定資産  

商標権 6,669

ソフトウエア 145,341

ソフトウエア仮勘定 324,098

その他 630

無形固定資産合計 476,740

投資その他の資産  

投資有価証券 420

関係会社株式 30,000

出資金 826

繰延税金資産 96,619

敷金 87,834

差入保証金 120

投資その他の資産合計 215,820

固定資産合計 783,360

資産合計 2,688,795
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 13,350

1年内返済予定の長期借入金 403,000

未払金 73,829

未払費用 136,846

未払法人税等 4,512

未払消費税等 2,147

前受金 35,789

預り金 9,226

未払配当金 3,235

ポイント引当金 2,333

流動負債合計 684,271

固定負債  

長期借入金 423,400

固定負債合計 423,400

負債合計 1,107,671

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 108,571

自己株式 △46,876

株主資本合計 1,576,388

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △41

評価・換算差額等合計 △41

新株予約権 4,776

純資産合計 1,581,123

負債純資産合計 2,688,795
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 1,174,880

売上原価 739,623

売上総利益 435,257

販売費及び一般管理費  

回収費 82,101

貸倒引当金繰入額 17,397

広告宣伝費及び販売促進費 64,666

役員報酬 50,250

給料及び手当 81,497

研究開発費 30,228

地代家賃 15,671

運賃 10,846

支払手数料 24,559

その他 160,316

販売費及び一般管理費合計 537,535

営業損失（△） △102,278

営業外収益  

受取利息 41

法人税等還付加算金 136

業務受託手数料 360

出資金運用益 1,022

その他 260

営業外収益合計 1,820

営業外費用  

支払利息 4,842

為替差損 564

営業外費用合計 5,407

経常損失（△） △105,866

特別利益  

新株予約権戻入益 56

ポイント引当金戻入額 351

特別利益合計 407

特別損失  

事業整理損 163,878

特別損失合計 163,878

税引前四半期純損失（△） △269,337

法人税、住民税及び事業税 3,125

法人税等調整額 △101,492

法人税等合計 △98,366

四半期純損失（△） △170,970
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 586,275

売上原価 368,032

売上総利益 218,243

販売費及び一般管理費  

回収費 40,451

貸倒引当金繰入額 3,487

広告宣伝費及び販売促進費 32,443

役員報酬 24,750

給料及び手当 38,732

研究開発費 14,221

地代家賃 8,126

運賃 3,209

支払手数料 13,582

その他 67,586

販売費及び一般管理費合計 246,591

営業損失（△） △28,348

営業外収益  

業務受託手数料 180

その他 188

営業外収益合計 368

営業外費用  

支払利息 4,283

為替差損 330

営業外費用合計 4,614

経常損失（△） △32,593

特別利益  

新株予約権戻入益 56

ポイント引当金戻入額 351

特別利益合計 407

特別損失  

事業整理損 163,878

特別損失合計 163,878

税引前四半期純損失（△） △196,064

法人税、住民税及び事業税 674

法人税等調整額 △78,703

法人税等合計 △78,028

四半期純損失（△） △118,036

―　8　―

㈱ケイブ（３７６０）平成22年５月期　第２四半期決算短信



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △269,337

減価償却費 144,857

株式報酬費用 249

ポイント引当金の増減額（△は減少） 443

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,307

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 4,842

事業整理損失 163,878

新株予約権戻入益 △56

売上債権の増減額（△は増加） 144,341

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,079

仕入債務の増減額（△は減少） 5,931

未払金の増減額（△は減少） △73,696

未払費用の増減額（△は減少） △54,892

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,147

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△4,308

その他の資産の増減額（△は増加） 76,439

その他の負債の増減額（△は減少） △5,496

小計 143,531

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △7,190

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 111,525

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 △10,500

無形固定資産の取得による支出 △188,201

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 △198,722

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 900,000

長期借入金の返済による支出 △304,750

配当金の支払額 △80,360

財務活動によるキャッシュ・フロー 514,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 427,692

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 956,887
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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＞
【連結貸借対照表等】

（１）【前連結会計年度末の連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(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
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(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成21年５月31日)

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

―　12　―

㈱ケイブ（３７６０）平成22年５月期　第２四半期決算短信



（２）【前第２四半期連結損益計算書】

 　【前第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
 至 平成20年11月30日)

売上高 1,600,772

売上原価 816,795

売上総利益 783,976

販売費及び一般管理費 559,999

営業利益 223,977

営業外収益

　受取利息 452

　出資金運用益 3,777

　持分法による投資利益 9,665

　その他 754

　営業外収益合計 14,649

営業外費用

　支払利息 5,810

　その他 767

　営業外費用合計 6,577

経常利益 232,048

特別利益

　新株予約権戻入益 76

　持分変動利益 614

　特別利益合計 690

特別損失

　固定資産除却損 570

　事務所移転費用 4,395

　特別損失合計 4,966

税金等調整前四半期純利益 227,773

法人税、住民税及び事業税 1,606

法人税等調整額 95,876

法人税等合計 97,482

四半期純利益 130,290
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 　【前第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年９月１日
 至 平成20年11月30日)

売上高 844,504

売上原価 437,149

売上総利益 407,354

販売費及び一般管理費 277,844

営業利益 129,509

営業外収益

　受取利息 1

　持分法による投資利益 4,468

　その他 425

　営業外収益合計 4,894

営業外費用

　支払利息 2,654

　その他 409

　営業外費用合計 3,063

経常利益 131,341

特別利益

　持分変動利益 614

　特別利益合計 614

特別損失

　事務所移転費用 396

　特別損失合計 396

税金等調整前四半期純利益 131,559

法人税、住民税及び事業税 △ 26,013

法人税等調整額 80,848

法人税等合計 54,834

四半期純利益 76,725
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（２）【前第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日

 至 平成20年11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 227,773

　減価償却費 113,757

　株式報酬費用 1,115

　ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,157

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,028

　受取利息及び受取配当金 △ 452

　支払利息 5,810

　持分法による投資損益（△は益） △ 9,665

　固定資産除却損 570

　持分変動損益（△は益） △ 614

　売上債権の増減額（△は増加） 44,314

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 64,679

　仕入債務の増減額（△は減少） 786

　未払金の増減額（△は減少） 23,950

　未払費用の増減額（△は減少） △ 2,013

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 36,971

　未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） 2,017

　その他の資産の増減額（△は増加） 9,742

　その他の負債の増減額（△は減少） △ 16,187

　その他の損益（△は益） △ 76

　小計 302,363

　利息及び配当金の受取額 452

　利息の支払額 △ 5,456

　法人税等の支払額 △ 116,306

　営業活動によるキャッシュ・フロー 181,053

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 △ 59,723

　無形固定資産の取得による支出 △ 81,250

　敷金の差入による支出 △ 16,647

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 157,620

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 △ 227,100

　配当金の支払額 △ 50,427

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 277,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 254,094

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 1,038,252
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該当事項なし 

  

  

  

  

  

6. その他の情報
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