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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 2,936 ― 283 ― 278 ― 161 ―
21年2月期第3四半期 2,241 ― 330 ― 303 ― 168 ―

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2月期第3四半期 7,876.58 6,990.18
21年2月期第3四半期 9,755.37 8,492.00

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2月期第3四半期 2,944 2,453 82.7 104,965.49
21年2月期 2,262 1,397 61.6 74,223.41

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  2,433百万円 21年2月期  1,393百万円

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2月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00
22年2月期 ― 0.00 ―
22年2月期 

（予想）
1,200.00 1,200.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,200 31.9 452 11.8 434 15.2 253 20.4 10,910.82
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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  

(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５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
（平成22年２月期の業績予想について） 
 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
等の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2月期第3四半期 23,188株 21年2月期  18,772株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 20,543株 21年2月期第3四半期 17,268株
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 当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日）におけるわが国経済は、前年からの急速

な悪化には歯止めが掛かりつつあるものの、厳しい雇用・所得環境に加え、円高、デフレが進行するなど、全般的に

極めて低迷した状態にあり、先行きについても、依然、二番底への懸念が拭い去れず、不透明な状況にあります。 

 当社グループの中核事業領域である携帯電話市場においては、平成21年９月の新規携帯電話端末販売台数が、前年

水準へと回復し底打ち基調にはあるものの、低水準で定着する傾向にあり、端末メーカーの業績は依然厳しい状況に

あります。また、携帯電話キャリアの業績も、パケット通信収入は伸張を継続している反面、音声通話収入が減少し

つつあり、これまでの業績の伸びにやや陰りが見えております。一方で、携帯コンテンツ市場については、普及端末

向けのコミック、きせかえ、動画等を中心としたリッチコンテンツが、ユーザーの認知の浸透と共に順調に市場を拡

大しております。 

 一般企業におけるＩＴ需要の状況は、景気低迷の影響による宣伝販促費などの経費削減が、ウェブマーケティング

市場にも及んで来ており、パソコン向けのネット広告については厳しい状況となっております。一方、企業活動にお

ける携帯電話の活用は、より一般化しつつあり、パソコンと並ぶ重要なメディアとしての位置付けを確保しつつあり

ます。 

 このような環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,936,459千円（前年同

期比31.0％増）、売上総利益1,076,901千円（前年同期比53.7％増）と拡大基調を継続しております。利益面では、

営業利益283,163千円（前年同期比14.3％減）、経常利益278,564千円（前年同期比8.2％減）、四半期純利益161,808

千円（前年同期比3.9％減）となりましたが、その主な要因は、Ｂ to Cビジネスの拡大に向けた広告宣伝費用の積極

投入と、新規のアプリケーションやサービス創出に向けた事業開発投資の増加によるものであります。 

 なお、第３四半期連結会計期間では、売上高941,785千円（前年同期比20.3％増）、営業利益82,131千円（11.7％

増）、経常利益81,930千円（13.4％増）、四半期純利益52,236千円（55.0％増）と第２四半期連結会計期間に続き、

増収増益となっております。 

 当該期間の新規事業としては、エージェント型待受プラットフォーム「キャラタイム」の事業開始が挙げられま

す。第一弾として、平成21年11月発売のソフトバンクモバイル向けシャープ社製新規端末にソフトウェアエンジンを

搭載すると共に、これに対応したコンテンツの制作配信も当社独自に開始致しました。ユーザーは端末から直接、こ

れまでにない約５メガバイトという大容量の対話型待ち受けコンテンツを購入することができる画期的なサービスで

あり、今後、アプリケーション事業、コンテンツ事業、各事業分野での展開が見込まれるものであります。 

 また、8月に実施した第三者割当増資の割当先である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ＫＤＤＩ株式会社との

間でも協業体制を強化しつつあり、来年度以降に向けた新規のアプリケーションやサービス開発に積極的に取り組ん

でおります。 

 なお、事業別の動向は、以下のとおりであります。 

  

＜アプリケーション事業＞ 

 当第３四半期連結累計期間におけるアプリケーション事業の連結売上高は890,718千円(前年同期比97.0％増)とな

りました。 

 これは、アニメーションメールエンジンが、ドコモ、auより発売される新規端末のほぼ全機種に搭載され、11月末

現在72機種まで拡大したほか、電子ブック事業が、市場の拡大に合わせ順調に伸長した結果であります。 

 新規の取り組みとしては、前述のエージェント型待受プラットフォーム「キャラタイム」のエンジンライセンス事

業の開始に加え、７月に設立した子会社メディアキュート株式会社において、技術者を増強し開発体制を拡充する中

で、モバイルマルチメディアビューワーの開発を推進しております。 

  

＜コンテンツ事業＞ 

 当第３四半期連結累計期間におけるコンテンツ事業の連結売上高は771,757千円（前年同期比13.1％減）となりま

した。 

 コンテンツ事業につきましては、端末メーカー業績悪化の影響を受け、メーカー向けのコンテンツ供給事業が大幅

に減少していますが、一方で、きせかえポータルサイト「カスタモ」から人気コーナーを分割させる多サイト化が実

を結び、コンシューマ向け配信事業は、順調に売上を伸ばしております。 

 各サイトにおいては、きせかえコンテンツを中心としつつ、メールコンテンツ、マチキャラコンテンツ、フラッシ

ュ™コンテンツなど、当社が得意とするリッチコンテンツのラインナップを拡充しております。 

 また、前述のエージェント型待受プラットフォーム「キャラタイム」におけるコンテンツ展開としては、自社開発

キャラクター『ケータイ係長』をプリインストール用に開発、ライセンスすると共に、配信サービス向けには、ハロ

ーキティ、ぱんだにあ などのキャラクタータイトルを順次、投入開始しております。 

  

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
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＜ウェブ事業＞  

 ウェブ事業におきましては、景気悪化による販促経費削減の影響により、パソコン向けネット広告を中心としたウ

ェブマーケティングの売上は伸び悩み傾向にあります。一方で、モバイルサービスに対する需要は旺盛であり、当社

グループの技術力を活かした動画サービス提供などのモバイル向けサービスソリューションは、順調に拡大しており

ます。 

 また、ＫＤＤＩ株式会社との共同事業である「au Smart Sports Karada Manager」においては、サービスメニュー

の拡大、ポータル化に努め、11月より健康関連商品を販売する「Karada Manager Shopping」をau Shopping Mallに

出店したほか、女性向けに特化したサービス「Karada Manager for Women」の提供を開始いたしました。 

 これらの結果、当第三四半期連結累計期間におけるウェブ事業全体の売上高は1,273,983千円（前年同期比42.0％

増）となりました。 

  

※当文章中の前年同四半期連結累計期間と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。  

  

（1）財政状態の分析 

 当第３四半期連結累計期間においては、第三者割当増資による資金調達で流動資産が増加、事務所移転や開発投資

により固定資産が増加したことにより、資産が682,388千円増加し、負債については、借入金の返済、未払法人税等

の納付などにより373,923千円減少いたしました。また、純資産については、主に増資による資本金並びに資本準備

金の増加により1,056,311千円増加いたしました。  

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、財務活動により資金が増加

したことにより、前連結会計年度末に比べ497,278千円増加いたしました。 

 当第３四半期累計連結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以下のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は92,444千円となりました。これは主に、法人税の支払による支出はあったものの、

非資金支出費用の減価償却費と税金等調整前四半期純利益の合計がこれを上回っ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） 

 投資活動の結果使用した資金は355,637千円となりました。これは主に、貸付金の減少による収入があったもの

の、ソフトウェア等の無形固定資産の取得や、本社事務所移転に伴う有形固定資産の取得、差入保証金の差入などに

よる資金流出がこれを上回ったこと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） 

 財務活動の結果得られた資金は760,471千円となりました。これは主に、借入金の返済による支出はあったもの

の、第三者割当増資による株式の発行により資金が得られたものによるものであります。 

  

  

 平成22年２月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年４月10日付「平成21年２月期 決算短信」において

発表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。 

予想には多分に不確定要素を含んでおり、実際の業績は、業況等の変化により、予想数値と異なる場合がありま

す。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

   

１．簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の算出に関しては、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

により算出しております。 

 また、たな卸資産の簿価の切下げに関しては、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

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度末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。 

③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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、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、前連結会計年度末決算において使用し

た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用し、個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。  

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,059,637 562,359

受取手形及び売掛金 482,000 474,617

仕掛品 37,284 43,680

その他 128,886 261,399

流動資産合計 1,707,808 1,342,056

固定資産   

有形固定資産 148,800 49,747

無形固定資産   

ソフトウエア 399,212 385,964

のれん 189,854 213,920

その他 123,366 18,879

無形固定資産合計 712,433 618,765

投資その他の資産 375,778 251,865

固定資産合計 1,237,013 920,378

資産合計 2,944,822 2,262,434

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 145,203 232,815

短期借入金 50,040 140,040

未払法人税等 － 150,584

賞与引当金 45,844 76,714

ポイント引当金 6,192 5,162

その他 202,228 179,835

流動負債合計 449,509 785,152

固定負債   

社債 29,250 30,000

長期借入金 12,430 49,960

固定負債合計 41,680 79,960

負債合計 491,189 865,112

純資産の部   

株主資本   

資本金 900,135 452,185

資本剰余金 890,135 442,185

利益剰余金 633,993 494,711

株主資本合計 2,424,263 1,389,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,676 4,240

評価・換算差額等合計 9,676 4,240

新株予約権 8,324 4,000

少数株主持分 11,368 －

純資産合計 2,453,632 1,397,321

負債純資産合計 2,944,822 2,262,434

プライムワークス㈱（3627） 平成22年２月期第３四半期決算短信

－6－



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,936,459

売上原価 1,859,557

売上総利益 1,076,901

販売費及び一般管理費 793,737

営業利益 283,163

営業外収益  

受取利息 3,603

その他 230

営業外収益合計 3,834

営業外費用  

支払利息 3,527

株式交付費 4,759

その他 146

営業外費用合計 8,434

経常利益 278,564

特別損失  

減損損失 6,343

事務所移転費用 34,467

その他 206

特別損失合計 41,017

税金等調整前四半期純利益 237,546

法人税、住民税及び事業税 95,974

法人税等調整額 △8,696

法人税等合計 87,278

少数株主損失（△） △11,540

四半期純利益 161,808

プライムワークス㈱（3627） 平成22年２月期第３四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３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  

税金等調整前四半期純利益 237,546

減価償却費 174,151

減損損失 6,343

移転費用 2,494

のれん償却額 23,753

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,869

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,030

受取利息及び受取配当金 △3,603

支払利息 3,527

売上債権の増減額（△は増加） △5,025

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,406

仕入債務の増減額（△は減少） △87,611

その他 22,473

小計 350,616

利息及び配当金の受取額 3,057

利息の支払額 △3,535

法人税等の支払額 △257,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,444

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 △127,408

無形固定資産の取得による支出 △260,863

投資有価証券の取得による支出 △19,975

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

6,929

貸付けによる支出 △200,000

貸付金の回収による収入 350,000

差入保証金の差入による支出 △112,767

その他 8,447

投資活動によるキャッシュ・フロー △355,637

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △90,000

長期借入金の返済による支出 △37,530

株式の発行による収入 895,900

配当金の支払額 △21,848

その他 13,950

財務活動によるキャッシュ・フロー 760,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497,278

現金及び現金同等物の期首残高 562,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,059,637
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日） 

当社グループは、携帯電話、ＰＣ、インターネットを活用したサービスを提供することを提供することを主要事

業としており、情報サービス事業の単一セグメントであるため、該当事項はありません。  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11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在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日） 

海外売上がないため該当事項はありません。  

  

  

 当社は、平成21年８月18日付で、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ並びにＫＤＤＩ株式会社から第三者割当

増資の払込みを受け、資本金が442,800千円、資本準備金が442,800千円増加しております。その他、新株予約権

の行使による払込みもあり、当第３四半期連結累計期間において、資本金が447,950千円、資本準備金が447,950

千円増加しております。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が900,135千円、資本準備金が890,135千円となってお

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,241,587

Ⅱ 売上原価  1,540,748

売上総利益  700,839

Ⅲ 販売費及び一般管理費  370,240

営業利益       330,599

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   1,137

２．その他   13

営業外収益合計   1,151

Ⅴ 営業外費用      

１．株式交付費   12,510

２．株式公開費用   12,281

３．売掛債権売却損   3,185

４．その他   190

営業外費用合計   28,169

経常利益  303,581

税金等調整前四半期純利益  303,581

法人税、住民税及び事業税  142,411

法人税等調整額  △7,285

四半期純利益  168,455
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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   303,581

減価償却費   92,298

のれん償却額   2,674

賞与引当金の増減額（減少：△）   △19,626

ポイントサービス引当金の増減額（減少：△）   1,233

受取利息及び受取配当金   △1,137

株式交付費   12,510

売上債権の増減額（増加：△）   31,701

たな卸資産の増減額（増加：△）   54,131

仕入債務の増減額（減少：△）   △69,050

前受金の増減額（減少：△）   △140,950

その他   12,294

小計  279,662

利息及び配当金の受取額   1,083

法人税等の支払額   △122,189

営業活動によるキャッシュ・フロー  158,555

Ⅱ 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   △29,105

無形固定資産の取得による支出   △141,947

新規連結子会社株式の取得による支出   △19,515

差入保証金の差入による支出   △42,260

差入保証金の返還による収入   1,770

投資活動によるキャッシュ・フロー  △231,059

Ⅲ 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   △125,000

株式の発行による収入   461,009

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入   28,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  364,509

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  292,005

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  231,631

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  523,636
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成20年11月30日） 

 当社グループは、携帯電話、ＰＣ、インターネットを活用したサービスを提供することを主要事業としてお

り、情報サービス事業の単一セグメントであるため、該当事項はありません。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成20年11月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成21年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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