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1.  平成22年10月期第2四半期の業績（平成21年11月1日～平成22年4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10月期第2四半期 1,256 3.0 193 84.9 191 83.3 105 75.6
21年10月期第2四半期 1,219 ― 104 ― 104 ― 59 ―

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10月期第2四半期 3,469.91 3,320.00
21年10月期第2四半期 2,006.99 1,940.47

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10月期第2四半期 2,375 1,972 82.3 64,410.43
21年10月期 2,369 1,886 78.9 61,810.89

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  1,955百万円 21年10月期  1,869百万円

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10月期 ― ― ― 900.00 900.00
22年10月期 ― ―

22年10月期 
（予想）

― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年10月期の業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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  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 2,862 6.2 522 9.9 520 9.6 306 12.1 10,119.04
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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、５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、５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 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10月期第2四半期 30,358株 21年10月期  30,240株

② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  ―株 21年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年10月期第2四半期 30,276株 21年10月期第2四半期 29,812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予想は、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
は業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 
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当第２四半期累計期間（平成21年11月１日～平成22年４月30日）におけるわが国経済は、新興国を中心

とした海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、生産や輸出など一部の指標に持ち直しの動き

が見られ、企業収益も一時の低水準から回復しているものの、欧州では南欧諸国の財政問題による信用不

安が払拭されていないことから回復の足取りは重い状態にあり、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響

等、景気を下押しするリスクが存在し、依然として雇用・所得環境の改善が進まない中、個人消費が伸び

悩むなど、引き続き厳しい状況となっております。 

こうした状況の下、当社の電子書籍サポート事業の中心である携帯電話市場においては、平成22年４月

末で携帯電話の契約加入台数が１億1,200万台に達する中、iPhone等に代表されるスマートフォンの拡が

りにより消費者がモバイルインターネットを利用する機会がより拡大し、パケット定額制契約台数も

5,400万台を超えると推計され、全端末の50％に迫ろうとしております。（出所：社団法人電気通信事業

者協会発表「携帯電話・PHS契約数」、携帯電話事業者各社発表資料より推計） 

このような経営環境の中、平成22年４月末現在、携帯電話でマンガを中心としたコンテンツの閲覧を可

能にした総合電子書籍ビューア「BookSurfing」を導入するサイト数が、NTTドコモ、au（KDDI）、ソフト

バンクの主要３キャリア合計1,057サイト（前年同月比40.6％増）となりました。また、携帯電話で閲覧

できるコンテンツのファイル数は、携帯電子書籍市場全体で550万ファイル以上（前年同月比71.0％増）

となっております。  

総合電子書籍ビューア「BookSurfing」を軸として推進する電子書籍サポート事業につきましては、売

上高は964,663千円（前年同期比6.2％増）となりました。モバイルコンテンツ受託制作業務を除く電子書

籍サポート事業の売上高が946,115千円（前年同期は846,548千円、11.8％増）と推移する中、モバイルコ

ンテンツ受託制作業務の売上高は18,548千円（前年同期は61,749千円、70.0％減）と減少しております。

 また、クリエイターをトータルに支援するクリエイターサポート事業につきましては、売上高は

291,398千円（前年同期比6.3％減）となりました。イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」およびマ

ンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」等の販売は243,833千円（前年同期は200,147千円、21.8％増）と

堅調に推移しておりますが、マルチメディアコンテンツ受託制作業務の売上高が47,565千円（前年同期は

110,893千円、57.1％減）と減少したことによります。 

 上記の結果、第２四半期における総売上高は1,256,062千円（前年同期比3.0％増）となりました。   

利益面につきましては、売上高は3.0％の増加となる中、モバイルコンテンツ受託制作業務を除く電子

書籍サポート事業、マルチメディアコンテンツ受託制作業務を除くクリエイターサポート事業が堅調に推

移したことにより、第２四半期における営業利益は193,063千円（前年同期比84.9％増）、経常利益は

191,785千円（前年同期比83.3％増）、四半期純利益は105,055千円（前年同期比75.6％増）となりまし

た。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ6,618千円増加し2,375,731千円となりま

した。これは主として、売上債権の回収により売掛金が208,984千円減少したものの、レンタル用タブレ

ット等の貯蔵品が33,933千円、ソフトウエア等の無形固定資産が178,647千円増加したことによります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ79,490千円減少し402,936千円となりました。これは主とし

・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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て、法人税等の納付により未払法人税等が83,496千円減少したことによるものであります。  

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ86,108千円増加し1,972,795千円となりました。これは主

として、配当金の支払27,216千円があったものの、四半期純利益105,055千円を計上したにより利益剰余

金が77,839千円増加したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四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)は、前事業年度末に比べ

9,639千円増加し、402,179千円となりました。  

 なお、当第２四半期累計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、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）  

 営業活動の結果得られた資金は、358,071千円となりました。  

 これは主として、法人税等の支払額160,022千円があったものの、税引前四半期純利益の計上182,704千

円、減価償却費149,364千円、売掛金の回収により売上債権の減少額208,984千円があ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、328,495千円となりました。  

 これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産312,921千円の取得、有形固定資産11,792千円の取得

等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）  

 財務活動の結果使用した資金は、19,936千円となりました。  

 これは主として、株式の発行による収入7,279千円があったものの、配当金の支払による支出27,216千

円があったことによるものであります。  

  

業績予想につきましては、平成21年10月期決算発表時（平成21年11月27日）に公表した業績予想に変更

はありません。 

  

（注）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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があり

ます。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理  

 該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用の計算  

 当事業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

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法としております。 

  

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）を第１四半期会計期間

より適用し、第１四半期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２四半期会

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。なお、当第２四半期会計期間末においては工事進行基準を適用しているソフトウェア制

作がないため、これによる売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。

  

  

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22年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 454,369 442,849

受取手形 630 630

売掛金 576,101 785,086

製品 16,369 15,014

原材料 46,397 40,663

仕掛品 3,101 1,094

貯蔵品 33,933 －

前渡金 21,990 25,152

前払費用 29,440 27,067

繰延税金資産 45,807 45,807

その他 370 350

貸倒引当金 △11,660 △4,281

流動資産合計 1,216,851 1,379,434

固定資産

有形固定資産

建物 54,607 53,517

減価償却累計額 △16,717 △13,056

建物（純額） 37,890 40,460

工具、器具及び備品 168,308 156,259

減価償却累計額 △137,738 △128,350

工具、器具及び備品（純額） 30,570 27,909

有形固定資産合計 68,460 68,370

無形固定資産

特許権 9,930 10,735

商標権 3,514 3,278

ソフトウエア 739,573 558,266

ソフトウエア仮勘定 － 2,853

その他 7,007 6,244

無形固定資産合計 760,026 581,379

投資その他の資産

投資有価証券 81,300 87,712

関係会社株式 75,772 75,772

長期前払費用 － 3,125

敷金及び保証金 153,763 153,763

繰延税金資産 19,557 19,557

投資その他の資産合計 330,393 339,929

固定資産合計 1,158,880 989,679

資産合計 2,375,731 2,369,113
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 126,525 109,685

未払金 37,142 29,598

未払費用 73,481 84,489

未払法人税等 78,511 162,007

未払消費税等 6,890 5,635

前受金 12,394 14,901

預り金 12,340 18,926

返品調整引当金 5,356 10,486

流動負債合計 352,643 435,731

固定負債

退職給付引当金 50,292 46,694

固定負債合計 50,292 46,694

負債合計 402,936 482,426

純資産の部

株主資本

資本金 761,469 757,669

資本剰余金

資本準備金 513,466 509,665

資本剰余金合計 513,466 509,665

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 681,522 603,683

利益剰余金合計 681,522 603,683

株主資本合計 1,956,458 1,871,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,087 △1,857

評価・換算差額等合計 △1,087 △1,857

新株予約権 17,423 17,525

純資産合計 1,972,795 1,886,687

負債純資産合計 2,375,731 2,369,113
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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）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４月30日)

売上高 1,219,339 1,256,062

売上原価 669,452 693,580

売上総利益 549,887 562,481

返品調整引当金戻入額 23,329 10,486

返品調整引当金繰入額 11,622 5,356

差引売上総利益 561,594 567,610

販売費及び一般管理費 457,177 374,547

営業利益 104,417 193,063

営業外収益

受取利息 527 224

受取手数料 59 －

為替差益 583 －

その他 3 0

営業外収益合計 1,175 225

営業外費用

支払利息 65 －

為替差損 － 199

株式交付費 239 220

特許権償却費 437 804

商標権償却費 194 278

営業外費用合計 937 1,503

経常利益 104,655 191,785

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,242 －

特別利益合計 1,242 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 9,081

特別損失合計 － 9,081

税引前四半期純利益 105,898 182,704

法人税等 46,065 77,649

四半期純利益 59,832 105,055
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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２四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年４月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年４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 105,898 182,704

減価償却費 104,588 149,364

株式報酬費用 3,937 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,242 7,379

返品調整引当金の増減額（△は減少） △11,707 △5,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,550 3,597

受取利息 △527 △224

支払利息 65 －

株式交付費 239 220

特許権償却費 437 804

商標権償却費 194 278

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,081

売上債権の増減額（△は増加） 2,631 208,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,540 △43,030

仕入債務の増減額（△は減少） △6,159 16,840

未払金の増減額（△は減少） △4,701 6,198

前受金の増減額（△は減少） △43,475 △2,507

その他の資産の増減額（△は増加） △8,950 769

その他の負債の増減額（△は減少） △49,908 △17,462

小計 106,411 517,869

利息の受取額 527 224

利息の支払額 △72 －

法人税等の支払額 △199,943 △160,022

営業活動によるキャッシュ・フロー △93,077 358,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,896 △1,880

有形固定資産の取得による支出 △35,994 △11,792

無形固定資産の取得による支出 △178,349 △312,921

投資有価証券の取得による支出 － △1,900

関係会社株式の取得による支出 △4,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 10,874 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,366 △328,495

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 △5,040 －

株式の発行による収入 1,007 7,279

配当金の支払額 △23,844 △27,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,876 △19,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △330,320 9,639

現金及び現金同等物の期首残高 627,114 392,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 296,793 402,179
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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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