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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21年12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9月期第1四半期 128 △57.6 △53 ― △52 ― △30 ―
21年9月期第1四半期 304 △24.4 6 △94.8 7 △94.1 4 △94.2

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 △296.06 ―
21年9月期第1四半期 45.47 45.18

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 1,553 1,469 94.6 14,405.76
21年9月期 1,727 1,530 88.6 15,001.82

（参考） 自己資本  22年9月期第1四半期  1,469百万円 21年9月期  1,530百万円

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 ― ― ― 300.00 300.00
22年9月期 ―
22年9月期 
（予想）

― ― 300.00 300.00

3.  平成22年9月期の業績予想（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

210 △53.3 △180 ― △180 ― △110 ― △1,078.43

通期 1,120 1.1 100 49.4 100 44.7 60 135.6 588.24
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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9月期第1四半期 102,000株 21年9月期 102,000株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期 ―株 21年9月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 102,000株 21年9月期第1四半期 102,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する説明等につきましては、3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご参照
ください。 
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 当社はコンテンツメーカーとして、オリジナリティあふれるゲームコンテンツ及びサービスの創出を行い、その魅 

力を様々な分野・プラットフォームを通じて世界中のお客様にお伝えすることに努めております。 

 当第１四半期会計期間の製品部門におきましては、Windows7対応版として「ツヴァイ２プラス」、「イース１＆２

クロニクルズ」、「英雄伝説 空の軌跡セット」を発売しました。 

 また、プレイステーションポータブル（以下「ＰＳＰ」という。）向けの新ブランド「スーパープライスシリー

ズ」を創設し、「英雄伝説 空の軌跡」シリーズの３部作をセットにした「英雄伝説 空の軌跡スーパープライスセッ

ト」、「ぐるみんスーパープライス」を発売しました。 

 その結果、製品部門の当第１四半期会計期間の売上高は101百万円（前年同期比62.2％減）となりました。 

 ライセンス部門におきましては、「イースオンライン」のロイヤリティ収入及び「英雄伝説 空の軌跡」関連の書

籍、グッズ、ドラマＣＤなどが好調に推移しました。また、携帯電話及びパソコン向けゲームソフトのダウンロード

販売も引き続き堅調に推移しました。 

 その結果、ライセンス部門の当第１四半期会計期間の売上高は26百万円（前年同期比22.1％減）となりました。 

 それらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は128百万円（前年同期比57.6％減）、営業損失は53百万 

円（前年同期は営業利益６百万円）、経常損失は52百万円（前年同期は経常利益７百万円）、四半期純損失は30百万

円（前年同期は四半期純利益４百万円）となりました。 

   

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末は、流動資産1,413百万円（前事業年度末比10.6％減）、固定資産140百万円（前事業年度

末比4.0％減）、流動負債84百万円（前事業年度末比57.3％減）、純資産1,469百万円（前事業年度末比4.0％減）と 

なりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して118百

万円増加し、1,298百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、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） 

 営業活動の結果増加した資金は146百万円（前年同期比254.7％増）となりました。これは主として、売上債権の減

少315百万円による資金増があったものの、税引前四半期純損失を50百万円計上したこと、仕入債務が55百万円減少

したこと、未払金が33百万円減少したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は１百万円（前年同期比60.6％減）となりました。これは固定資産の取得による支出

１百万円があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は26百万円（前年同期比49.6％減）となりました。これは配当金の支払いよる支出が

26百万円あったためであります。 

  

 平成22年９月期の業績予想につきましては、平成21年11月11日に公表しました業績予想に変更はありません。 

 製品部門におきましては、平成22年９月期は、ＰＳＰ向けに「イース-フェルガナの誓い-」を平成22年４月に発売

するほか、期待の新製品を複数タイトル発売する予定です。   

 ライセンス部門におきましては、北米での展開を開始するほか、キャラクター関連のライセンスを推進する計画で

す。 

 当社の業績推移の特徴としまして、新製品の発売月に売上高が集中する傾向にあります。平成22年９月期の売上高

の見通しは、下半期の比率が高いことから、中間期の業績予想は、通期の業績予想に対して比重が低いものとなって

おります。 

  

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

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

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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,298,708 1,180,060

売掛金 46,779 362,714

製品 4,061 2,975

原材料 5,300 4,315

その他 59,268 34,116

貸倒引当金 △491 △2,270

流動資産合計 1,413,625 1,581,912

固定資産   

有形固定資産 22,079 21,513

無形固定資産 53,030 56,245

投資その他の資産 65,061 68,192

固定資産合計 140,170 145,951

資産合計 1,553,796 1,727,863

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,052 69,801

未払法人税等 380 13,348

賞与引当金 4,500 14,850

その他 65,475 99,678

流動負債合計 84,408 197,677

負債合計 84,408 197,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 162,530 162,530

資本剰余金 317,763 317,763

利益剰余金 989,094 1,049,893

株主資本合計 1,469,387 1,530,186

純資産合計 1,469,387 1,530,186

負債純資産合計 1,553,796 1,727,863
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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）

前第１四半期累計期間 
(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 304,093 128,863

売上原価 113,055 47,364

売上総利益 191,038 81,498

販売費及び一般管理費 184,099 135,082

営業利益又は営業損失（△） 6,939 △53,583

営業外収益   

未払配当金除斥益 1,003 1,139

営業外収益合計 1,003 1,139

経常利益又は経常損失（△） 7,942 △52,443

特別利益   

貸倒引当金戻入額 106 1,779

特別利益合計 106 1,779

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 8,049 △50,664

法人税、住民税及び事業税 159 132

法人税等調整額 3,252 △20,598

法人税等合計 3,411 △20,466

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,637 △30,198
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

8,049 △50,664

減価償却費 3,299 4,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） △106 △1,779

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,050 △10,350

売上債権の増減額（△は増加） 59,855 315,935

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,638 △2,070

その他の資産の増減額（△は増加） △2,125 1,211

仕入債務の増減額（△は減少） △651 △55,748

未払金の増減額（△は減少） 25,030 △33,571

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,323 △8,759

その他の負債の増減額（△は減少） 681 1,476

小計 81,297 160,678

法人税等の支払額 △39,991 △14,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,306 146,496

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 △2,919 △1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,919 △1,150

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △52,930 △26,699

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,930 △26,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,543 118,647

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,923 1,180,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397,380 1,298,708
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 該当事項はありません。 

  

 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

６．その他の情報
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