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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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 ％

23年2月期第1四半期 1,119 18.1 102 △31.1 102 △30.8 56 △38.7
22年2月期第1四半期 948 ― 149 ― 148 ― 92 ―

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

23年2月期第1四半期 2,427.88 2,190.13
22年2月期第1四半期 4,920.08 4,338.58

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

23年2月期第1四半期 3,201 2,647 82.0 105,672.68
22年2月期 3,209 2,568 79.5 109,681.19

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  2,626百万円 22年2月期  2,550百万円

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  
（注）平成22年６月１日付をもって、普通株式１株につき３株に分割しております。 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 ― 434.00 434.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  
（注）平成22年６月１日付をもって、普通株式１株につき３株に分割しております。 

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 2,207 10.6 217 7.9 217 10.4 125 14.1 1,720.22

通期 4,817 20.8 510 9.5 510 10.6 287 4.1 3,869.75
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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） 

（注）平成22年６月１日付をもって、普通株式１株につき３株に分割しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
 
（ご参考） 
１．株式分割後の配当金の状況について 
当社は、平成22年４月21日開催の取締役会において、平成22年６月１日を効力発生日として普通株式１株につき３株の割合で株式分割することを決議して
おります。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当状況につきましては以下のとおりになります。 
平成22年２月期 期末433円33銭 年間合計433円33銭 
 
２．業績予想について 
１株当たり（予想）当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 

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） 23年2月期第1四半期 24,854株 22年2月期  23,254株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 23,324株 22年2月期第1四半期 18,772株
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当第１四半期連結会計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31日）におけるわが国経済は、中国をはじめ

とした新興国の経済成長に牽引され、回復傾向が芽生えつつありますが、依然、先行きは見込み辛い状況にありま

す。一般企業においては、コスト削減等の自助努力もあり、業績は回復基調にありますが、欧州信用リスクの世界経

済への影響が懸念されるなど、積極的な設備投資に踏み切るには至ってない状況です。 

携帯電話市場においては、既存携帯電話端末の伸びが見込みにくい中、携帯電話キャリア各社は、スマートフォ

ン、デジタルフォトフレーム等の新規端末の導入に取り組んでおり、これまで落ち込んで来た携帯通信端末の出荷台

数は、前年以上のレベルを安定的に維持し始めており、底打ち感が見えてきました。また、携帯電話の利用形態につ

いても、データ通信の利用が進展し、携帯電話キャリアの収益においては、データ通信収入が音声通話収入を上回り

つつあります。 

このような環境のもと、当社グループは、企業業績の回復により需要が戻りつつあるWEBソリューションの案件獲

得を推進するとともに、エンターテインメント及びヘルスケアに関するコンシューマサービス事業の拡大に積極的に

取り組み、当第１四半期連結会計期間の売上高は、1,119,978千円と、対前年同期比で18.1％の増収となりました。 

利益面では、営業利益102,692千円、経常利益102,689千円、四半期純利益56,627千円となり、第２四半期連結累

計期間業績予想に対する進捗は、営業利益47.3％、経常利益47.3％、四半期純利益45.3％と順調に推移しておりま

す。 

利益につき前年同期との比較でみると、営業利益31.1％減、経常利益30.8％減、四半期純利益38.7％減となって

いますが、この要因は、昨年度第１四半期が、開発案件が集中したこともあり上半期の４分の３を占める営業利益を

計上したことに加え、当期は前年にも増し、キャラタイム事業を始めとした新規事業の立ち上げ投資に積極的に取り

組んでいることによるものであります。 

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＞  

アプリケーション事業の売上高は333,557千円、前年同期比4.6％減となりました。 

前年同期比減収の要因は、前述のとおり、昨年度第１四半期において開発案件が集中したことが主な原因であり

ます。 

当事業の主力である電子コミック事業は順調に推移しており、2010年5月より、ＮＴＴドコモの夏モデル８機種向

けに総合電子ブックビューワー「BookSurfing」のプリインストールを開始し、ユーザーの裾野拡大に向けた無料コ

ミック閲覧サービスの提供を株式会社セルシスと共同で開始しました。 

新規事業に関しましては、ユーザーがオリジナルきせかえツールを作成できる「Myきせかえクリエイター」のＮ

ＴＴドコモ端末向けのプリインストールサービスの提供を開始したほか、昨年11月に開始した「キャラタイム」事業

についても、シャープ株式会社へのエンジン提供を６機種へと広げプラットフォームを拡大するなど、将来の事業拡

大に向け積極的に取り組んでおります。 

＜コンテンツ事業＞  

コンシューマ向け配信事業に関しましては、主力の「きせかえツール」「ケータイアレンジ」を始めとする既存

サイトに継続的に新規コンテンツを投入するとともに、「USAVICH」、「スポンジ・ボブ」などの人気キャラクター

を有するMTV Networks Japan合同会社と共同で、「キャラきせかえ＠MTV」を展開する等、サイトの多角化にも継続

して取り組んでいます。 

また、アニメーションメールサービスにおいては、デコメ絵文字・デコメピクチャが利用できる機能を追加した

「新デコメアニメエンジン」対応コンテンツへの取り組みを開始する等、技術・コンテンツ両輪を持つ当社ならでは

の展開を推進しております。 

メガ待受サービス「キャラタイム」については、「スポンジ・ボブ」、「ぷち・ねこ」、「リサとガスパー

ル」、「ミッフィー」等、継続的に新規コンテンツを投入し、ラインナップの拡充を図っており、「キャラタイム」

のタイトル数は、2010年5月末現在で16タイトルに拡大しております。また、新規事業として、2010年4月にNTTドコ

モの新規スマートフォン端末Xperia向けに、人気キャラクター「USAVICH」をモチーフに写真デコレーションができ

るアプリケーション「プリプリウサビッチ」を投入し、Androidプラットフォームにおける事業展開を開始いたしま

した。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間におけるコンテンツ事業の売上高は、288,553千円（前年同期比13.4％

増）となりました。 

＜ウェブ事業＞  

企業業績の回復を受け、WEBソリューションの需要が回復傾向にある中、当社が得意とする、サイト構築・運用・

マーケティングを包括的にサポートするラップソリューションサービスを推進した結果、WEBマーケティングを始め

とした一般法人向けのWEBソリューションの事業が順調に拡大いたしました。また、当社グループの技術力を活かし

た動画サービスなどのモバイルソリューションも順調に推移しております。 

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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「au Smart Sports」で展開している「 Karada Manager」においては、昨年導入したECサービス「Karada 

Manager Shopping」や、女性向けに特化した「Karada Manager for Women」等、サービスメニューの拡大と同期し

て、サービス利用者が堅調に増加している状況です。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間におけるウェブ事業の売上高は、497,867千円（前年同期比44.5％増）と

大幅な増収となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の資産の部の合計は、3,201,234千円（前期末は3,209,952千円）と、前連結会計年度

末に比べ8,718千円減少いたしました。当第１四半期連結会計期間の主な増減内容は以下のとおりであります。 

 流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ70,455千円減少し、1,852,100千円となりました。これは、仕

掛品、その他の流動資産は増加したものの、受取手形及び売掛金、現金及び預金の減少がこれを上回ったことによる

ものであります。 

 固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、投資その他の資産が事務所拡張に伴う差入保証金の増加を主

因とし42,680千円増加、有形固定資産が事業用サーバ等の取得により8,295千円増加、無形固定資産が新規事業用ソ

フトウェア等の開発及び取得により10,761千円増加し、固定資産合計で61,737千円増加し、1,349,134千円となりま

した。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の部の合計は、553,319千円（前期末は640,974千円）と前連結会計年度末に比

べ87,655千円減少いたしました。これは主に、流動負債において未払法人税等、賞与引当金、借入金が減少したこと

によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部の合計は、2,647,915千円（前期末は2,568,978千円）と、前連結会計年

度末に比べ78,936千円増加いたしました。これは主に、新株予約権の行使により資本金、資本準備金がそれぞれ

22,000千円増加したほか、利益剰余金が26,397千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１四半期連結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、908,300千円となり、前

連結会計年度末に比べ38,909千円減少いたしました。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュー・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118,860千円（前年同期は87,204千円の支出）となりました。これは主に、法人税

等の支払額101,041千円、たな卸資産の増加40,318千円、賞与引当金の減少32,214千円などによる資金流出があった

ものの、税金等調整前四半期純利益の計上102,689千円、売上債権の減少96,141千円、減価償却費の計上66,458千円

などによる資金流入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160,794千円（前年同期は53,996千円の収入）となりました。これは主に、無形固

定資産の取得139,360千円、差入保証金の差入24,163千円などによる支出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3,024千円（前年同期は27,975千円の支出）となりました。これは主に、株式の発

行による収入40,000千円が、配当金の支払い24,278千円、借入金の返済12,510千円などによる資金流出を上回ったこ

とによるものであります。  

  

 平成23年２月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成22年４月９日付「平成22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。 

 なお、第２四半期連結累計期間業績予想に対する当第１四半期連結会計期間実績の進捗率は、売上高50.7％、営業

利益47.3％、経常利益47.3％、四半期純利益45.3％と順調に推移しております 

※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。 

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 

 棚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費の算定方法 

 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場合は、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。  

  

受注制作のソフトウェア等に係る収益の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェア等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場合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、その他の契

約については工事完成基準を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

  

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
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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22年５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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 908,300 947,209

受取手形及び売掛金 610,320 706,461

有価証券 69,000 69,000

仕掛品 105,239 64,919

その他 159,240 134,965

流動資産合計 1,852,100 1,922,556

固定資産   

有形固定資産 154,592 146,296

無形固定資産   

ソフトウエア 391,824 388,943

のれん 173,810 181,832

その他 218,283 202,381

無形固定資産合計 783,919 773,157

投資その他の資産 410,622 367,942

固定資産合計 1,349,134 1,287,396

資産合計 3,201,234 3,209,952

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 168,531 162,137

短期借入金 37,450 49,960

未払法人税等 21,534 108,190

賞与引当金 59,899 92,113

ポイント引当金 9,759 7,687

その他 226,895 191,635

流動負債合計 524,069 611,724

固定負債   

社債 29,250 29,250

固定負債合計 29,250 29,250

負債合計 553,319 640,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 923,260 901,260

資本剰余金 913,260 891,260

利益剰余金 774,357 747,959

株主資本合計 2,610,877 2,540,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,511 10,046

評価・換算差額等合計 15,511 10,046

新株予約権 10,578 10,573

少数株主持分 10,947 7,878

純資産合計 2,647,915 2,568,978

負債純資産合計 3,201,234 3,209,952
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

売上高 948,697 1,119,978

売上原価 552,196 745,909

売上総利益 396,501 374,069

販売費及び一般管理費 247,458 271,376

営業利益 149,043 102,692

営業外収益   

受取利息 1,339 741

その他 2 359

営業外収益合計 1,341 1,100

営業外費用   

支払利息 1,660 360

売掛債権売却損 － 358

新株予約権発行費 － 373

その他 303 12

営業外費用合計 1,963 1,104

経常利益 148,421 102,689

特別損失   

減損損失 6,343 －

特別損失合計 6,343 －

税金等調整前四半期純利益 142,078 102,689

法人税、住民税及び事業税 35,854 19,839

法人税等調整額 13,810 23,152

法人税等合計 49,664 42,992

少数株主利益 54 3,069

四半期純利益 92,359 56,627
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５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 142,078 102,689

減価償却費 52,339 66,458

減損損失 6,343 －

のれん償却額 7,709 8,022

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,672 △32,214

ポイント引当金の増減額（△は減少） △579 2,071

受取利息及び受取配当金 △1,339 △741

支払利息 1,660 360

売上債権の増減額（△は増加） 29,096 96,141

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,974 △40,318

仕入債務の増減額（△は減少） △107,987 6,393

その他 △28,569 10,763

小計 60,103 219,626

利息及び配当金の受取額 739 489

利息の支払額 △1,504 △214

法人税等の支払額 △146,543 △101,041

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,204 118,860

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 △27,065 △14,101

無形固定資産の取得による支出 △14,220 △139,360

無形固定資産の売却による収入 － 32,300

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 －

貸付金の回収による収入 150,000 －

差入保証金の差入による支出 △40,648 △24,163

その他 △1,023 △15,469

投資活動によるキャッシュ・フロー 53,996 △160,794

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 △12,510 △12,510

株式の発行による収入 － 40,000

配当金の支払額 △15,465 △24,278

その他 － △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,975 3,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,184 △38,909

現金及び現金同等物の期首残高 562,359 947,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 501,175 908,300
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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21年３月１日 至平成21年５月31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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５月31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１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５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22年３月１日 至平成22年５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21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 海外売上高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22年３月１日 至平成22年５月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 記載すべき重要な事項はありません。 

   

（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〕

〔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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（重要な後発事象） 

株式分割 

 当社は平成22年４月21日開催の取締役会決議に基づき、平成22年６月１日付で、下記のとおり株式分割を実施し、

新株式を発行しております。 

（1）株式分割の目的 

 当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図

ることを目的として株式分割を実施いたしました。 

（2）分割方法 

 平成22年５月31日（月曜日）最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式を普通株式１株につき

３株の割合をもって分割いたしました。 

（3）分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数       24,854株 

今回の株式分割により増加する株式数   49,708株  

株式分割後の発行済株式総数       74,562株 

株式分割後の発行可能株式総数      240,000株  

（4）株式分割の効力発生日 

平成22年６月１日 

  

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下の通りであり

ます。 

  

  １株当たり純資産額  

  

  １株当たり四半期純利益額等  

  

  

  

  

６．その他の情報

当第１四半期連結会計期間末 

（平成22年５月31日）  

前連結会計年度末 

（平成22年２月28日）  

１株当たり純資産額  

35,224.23円 

１株当たり純資産額 

36,560.39円 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年３月１日 

  至 平成21年５月31日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年３月１日 

  至 平成22年５月31日） 

１株当たり四半期純利益金額  

1,640.03円 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

1,446.19円 

１株当たり四半期純利益金額  

809.31円 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

730.05円 
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