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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31日） 

平成21年９月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成21年９月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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9月期第1四半期 649 267.4 95 ― 96 ― 56 ―
21年9月期第1四半期 242 ― △9 ― △10 ― △9 ―

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9月期第1四半期 1,052.28 1,047.78
21年9月期第1四半期 △171.86 ―

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9月期第1四半期 1,961 1,672 85.3 31,391.50
21年9月期 2,141 1,686 78.7 31,639.21

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,672百万円 21年9月期  1,686百万円

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9月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
0.00 ― 1,300.00 1,300.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

1,143 43.8 196 16.3 196 18.6 111 16.5 2,026.18

通期 2,119 19.0 340 △1.8 340 2.0 192 1.4 3,501.96
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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、４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、４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 
 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条件及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．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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9月期第1四半期 54,893株 21年9月期  54,893株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  1,599株 21年9月期  1,599株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 53,294株 21年9月期第1四半期 53,655株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、厳しい雇用環境や消費の不振等の影響による停滞が続いたものの、一部の景

気指標が改善傾向を示すなど、先行きは不透明ながらも持ち直しの兆しが見られる状況となりました。 

 その中において当社グループが軸足を置くゲームソフト市場におきましては、ハードメーカー各社によるゲーム機

の値下げ等の取り組みがあったものの、市場環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の下、当社グループは人材の教育及びゲームソフト開発に係る研究開発に注力し、市場競争力の高

いゲームソフトの開発に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期の売上高は649,364千円（前年同四半期は売上高242,888千円）、営業利益は95,814千円

（前年同四半期は営業損失9,284千円）、経常利益は96,313千円（前年同四半期は経常損失10,096千円）、四半期純

利益は56,080千円（前年同四半期は四半期純損失9,221千円）となりました。 

 また、事業の種類別セグメントの業績は、ゲームソフト開発事業における売上高は618,035千円（前年同四半期は

売上高206,709千円）、モバイルコンテンツ開発事業における売上高は30,475千円（前年同四半期は売上高36,103千

円）、その他事業における売上高は853千円（前年同四半期は売上高76千円）となりました。 

 なお、当第１四半期より、受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更をしております。

この影響により、ゲームソフト開発事業において売上高は221,430千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益がそれぞれ76,588千円増加しております。詳細は、４ページ「４．その他 （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」をご覧下さい。 

  

（１）財政状態の分析 

①資産 

 資産合計は、前期末に比べ180,702千円減少し、1,961,132千円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売

掛金の増加額59,227千円、無形固定資産の増加額17,922千円であり、主な減少要因は、現金及び預金の減少額

111,828千円、仕掛品の減少額150,397千円であります。 

②負債 

 負債合計は、前期末に比べ167,500千円減少し、288,153千円となりました。主な増加要因は、未払法人税等の増

加額21,810千円であり、主な減少要因は、前受金の減少額243,075千円であります。 

③純資産 

 純資産合計は、前期末に比べ13,201千円減少し、1,672,978千円となりました。これは、利益剰余金の減少額

13,201千円によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ111,828千円減少し、

1,299,286千円となりました。 

 また、当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は、34,373千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益96,313

千円、たな卸資産の減少額150,397千円等であり、主な減少要因は、売上債権の増加額59,227千円、前受金の減少

額243,075千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、15,244千円となりました。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出

12,174千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、62,211千円となりました。これは、配当金の支払額62,211千円によるものであ

ります。 

  

 連結業績予想は１ページ「３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）」に記載

の業績数値となっており、平成21年11月９日に公表した連結業績予想から変更ありません。 

  

（注）業績予想の分析・検討内容は、本書提出日現在において当社の財務諸表及び経営環境に基づき判断したもので

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

-3-

㈱エイティング（3785）　平成22年９月期　第１四半期決算短信



  

 該当事項はありません。  

  

税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成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受注制作のソフトウェアに係る契約から、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ソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は221,430千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

76,588千円増加しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,299,286 1,411,115

受取手形及び売掛金 272,880 213,652

仕掛品 109,605 260,002

繰延税金資産 4,941 4,866

その他 28,423 20,714

流動資産合計 1,715,136 1,910,352

固定資産   

有形固定資産 52,996 53,684

無形固定資産 48,739 30,817

投資その他の資産 144,259 146,979

固定資産合計 245,995 231,481

資産合計 1,961,132 2,141,834

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,925 28,000

未払法人税等 42,799 20,989

前受金 66,150 309,225

引当金 7,128 －

その他 152,149 97,439

流動負債合計 288,153 455,653

負債合計 288,153 455,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 206,073 206,073

資本剰余金 267,323 267,323

利益剰余金 1,308,633 1,321,835

自己株式 △109,051 △109,051

株主資本合計 1,672,978 1,686,180

純資産合計 1,672,978 1,686,180

負債純資産合計 1,961,132 2,141,834
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（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 242,888 649,364

売上原価 133,398 395,102

売上総利益 109,490 254,262

販売費及び一般管理費 118,775 158,448

営業利益又は営業損失（△） △9,284 95,814

営業外収益   

受取利息 10 －

受取配当金 － 86

未払配当金除斥益 － 360

その他 95 52

営業外収益合計 105 499

営業外費用   

自己株式取得手数料 917 －

営業外費用合計 917 －

経常利益又は経常損失（△） △10,096 96,313

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△10,096 96,313

法人税等 △875 40,232

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,221 56,080
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△10,096 96,313

減価償却費 4,592 5,465

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,206 7,128

受取利息及び受取配当金 △10 △86

売上債権の増減額（△は増加） 153,369 △59,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,607 150,397

仕入債務の増減額（△は減少） △14,273 △8,074

前受金の増減額（△は減少） 8,400 △243,075

未払金の増減額（△は減少） △10,839 5,342

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,192 22,056

その他 4,825 4,952

小計 44,372 △18,807

利息及び配当金の受取額 10 86

法人税等の支払額 △123,038 △15,651

営業活動によるキャッシュ・フロー △78,655 △34,373

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △533 △3,069

無形固定資産の取得による支出 △3,400 △12,174

投資有価証券の売却による収入 13,854 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,079 △15,244

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ストックオプションの行使による収入 2,480 －

自己株式の取得による支出 △30,846 －

配当金の支払額 △55,031 △62,211

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,397 △62,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △202,131 △111,828

現金及び現金同等物の期首残高 1,583,553 1,411,115

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,100 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,392,521 1,299,286
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 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10月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

 事業は、内部管理上採用している区分であり、製品の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主な事業内容 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）  

 ゲームソフト開発事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益に金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31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10月１日 至平成21年12月31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10月１日 至平成20年12月31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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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〕

  
ゲームソフト
開発事業 
（千円） 

モバイル 
コンテンツ 
開発事業 
（千円） 

その他の事業
（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  206,709  36,103  76  242,888  －  242,888

（２）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

  計  206,709  36,103  76  242,888  －  242,888

 営業利益  63,085  7,869  76  71,031 ( )80,316  △9,284

事業区分 主要製品 

ゲームソフト開発事業 
家庭用ゲームソフトの企画・開発、アミューズメント施設向けゲームソフトの

企画・開発等 

モバイルコンテンツ開発事業 携帯電話向けコンテンツの企画・開発・配信等 

その他の事業 デジタルキャラクターの企画製作および商品販売等 

〔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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