
  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30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３四半期の対前年同四半期増減率に
ついては記載しておりません。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

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） 

  

        

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月９日

上場会社名 株式会社エイティング 上場取引所     東 

コード番号 3785 ＵＲＬ  http://www.8ing.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）藤澤 知徳 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役管理部長 （氏名）津村 正幸    （ＴＥＬ）  （03）5753－8178 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・ 無   

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  1,384  14.9  50  △79.5  61  △73.5  26  △80.2

21年９月期第３四半期  1,204  －  246  －  233  －  134  －

  
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３四半期  498  47  496  05

21年９月期第３四半期  2,518  51  2,502  99

  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３四半期  1,843  1,643  89.1  30,837  69

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３四半期 1,643百万円 21年９月期 1,686百万円

  
年間配当金

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  －        0 00 －    

22年９月期（予想） 1,000 00  1,000  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  1,617  △9.2  50  △85.6  54  △83.8  31  △83.6  564  73

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（注）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の有無となります。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係

る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。  

（４）発行済株式数（普通株式） 

   
   

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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「連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧下さい。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動： 有 ・無

新規 －社 （社名） 除外 －社 （社名） 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 54,893株 21年９月期 54,893株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 1,599株 21年９月期 1,599株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 53,294株 21年９月期３Ｑ 53,390株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国経済は着実に持ち直してきているものの、依然として高水準の失業率や欧州を中心とし

た海外景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクが存在しております。 

 このような経済環境の中、ゲームソフト業界におきましては、６月に米国にてＥ３（エレクトロニック・エンターテ

インメント・エキスポ）が開催され、ゲームメーカー各社より新型ゲーム機や新作ゲームタイトルなど様々な発表があ

り、市場活性化が期待されております。 

 また、高速データ通信環境の普及により、オンライン通信機能を用いたゲームタイトルがユーザーの好評を得てお

り、当社グループにおいても、オンライン通信機能を活用した新しいゲーム性を持ったゲームソフトの企画開発に注力

してまいりました。 

 なお、５月25日に発表しました「子会社によるオンラインゲーム事業開始に関するお知らせ」に記載のとおり、当社

グループは市場ニーズの高まりを受け、ＰＣオンラインゲームの開発体制を整え、現在１タイトルを制作しておりま

す。当社グループは本オンラインゲームの開発を機に、急速に市場が拡大しているソーシャルゲームを含めたオンライ

ンコンテンツへの取り組みを強化してまいります。 

 以上の結果、当第３四半期の売上高は1,384,521千円（前年同四半期比14.9％増）、営業利益は50,477千円（前年同

四半期比79.5％減）、経常利益は61,735千円（前年同四半期比73.5％減）、四半期純利益は26,565千円（前年同四半期

比80.2％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

①ゲームソフト開発事業 

 ゲームソフト開発事業におきましては、企画立案から契約締結までの期間の長期化や開発着手案件における仕様

の変更等による開発原価の増加要因に対し、開発ツールの制作や工程管理による作業効率の向上を図るとともに、

クライアントへ競争力のある積極的な企画提案を行ってまいりました。 

 以上の結果、ゲームソフト開発事業の売上高は1,294,442千円（前年同四半期比17.5％増）、営業利益は 

306,628千円（前年同四半期比33.6％減）となりました。 

②モバイルコンテンツ開発事業 

 モバイルコンテンツ開発事業におきましては、「ミュージカルカフェ」をはじめとする既存コンテンツの更新等

により、収益確保に努めました。 

 以上の結果、モバイルコンテンツ開発事業における売上高は88,451千円（前年同四半期比14.4％減）、営業利益

は11,450千円（前年同四半期比43.5％減）となりました。 

③その他事業 

 その他事業における売上高は1,628千円（前年同四半期比718.6％増）、営業利益は1,477千円（前年同四半期比

643.0％増）となりました。 

  

 なお、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611,221千円増加し、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145,258千円増加しております。詳細は、３ページ「２．その他の情報 （３）会計処理の原

則・手続、表示方法等の変更の概要」をご覧下さい。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

資産 

 資産合計は、前期末に比べ297,886千円減少し、1,843,947千円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売

掛金の増加額145,108千円、無形固定資産の増加額159,402千円であり、主な減少要因は、現金及び預金の減少額

348,777千円、仕掛品の減少額260,002千円であります。 

負債 

 負債合計は、前期末に比べ255,170千円減少し、200,483千円となりました。主な増加要因は、賞与引当金の増加

額45,169千円であり、主な減少要因は、前受金の減少額295,986千円であります。 

純資産 

 純資産合計は、前期末に比べ42,716千円減少し、1,643,463千円となりました。これは、利益剰余金の減少額

42,716千円によるものであります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当第３四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348,777千円減少し、 

1,062,337千円となりました。 

 また、当第３四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、160,935千円（前年同四半期は9,053千円の取得）となりました。主な増加要因

は、たな卸資産の減少額260,002千円、税金等調整前四半期純利益53,005千円等であり、主な減少要因は、前受金

の減少額295,986千円、売上債権の増加額145,108千円等であります。 

（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、118,397千円（前年同四半期は30,581千円の支出）となりました。主な増加要

因は、保険積立金の解約による収入22,335千円、投資有価証券の売却による収入16,270千円等であり、主な減少要

因は、無形固定資産の取得による支出149,307千円等であります。 

（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、69,444千円（前年同四半期は113,128千円の支出）となりました。これは、配

当金の支払額69,444千円によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想は、「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

値のとおりであり、平成22年４月５日付けで発表した業績予想数値から修正をしております。 

 詳細は、本日（平成22年８月９日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用の計算  

 税金費用については、当第３四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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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１四半期連結会計期間より適用し、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３四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、当第３四半期連結累計期間の売上高は611,221千円増加し、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145,258千円増加しております。 

  

２．その他の情報

㈱エイティング（3785）　平成22年９月期　第３四半期決算短信

-3-



３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,062,337 1,411,115

受取手形及び売掛金 358,761 213,652

仕掛品 － 260,002

繰延税金資産 3,691 4,866

その他 70,107 20,714

流動資産合計 1,494,898 1,910,352

固定資産   

有形固定資産 49,521 53,684

無形固定資産 190,219 30,817

投資その他の資産 109,308 146,979

固定資産合計 349,048 231,481

資産合計 1,843,947 2,141,834

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,076 28,000

未払法人税等 5,159 20,989

前受金 13,238 309,225

賞与引当金 45,169 －

その他 127,839 97,439

流動負債合計 200,483 455,653

負債合計 200,483 455,653

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 1,279,118 1,321,835

自己株式 △109,051 △109,051

株主資本合計 1,643,463 1,686,180

純資産合計 1,643,463 1,686,180

負債純資産合計 1,843,947 2,141,834
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（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,204,962 1,384,521

売上原価 610,022 930,528

売上総利益 594,940 453,993

販売費及び一般管理費 348,779 403,516

営業利益 246,160 50,477

営業外収益   

受取利息 244 9

受取配当金 5 86

保険解約返戻金 － 10,728

その他 184 730

営業外収益合計 433 11,555

営業外費用   

自己株式取得手数料 3,561 －

投資事業組合運用損 9,632 296

営業外費用合計 13,194 296

経常利益 233,400 61,735

特別損失   

固定資産除却損 767 －

投資有価証券売却損 － 8,730

特別損失合計 767 8,730

税金等調整前四半期純利益 232,633 53,005

法人税等 98,169 26,439

四半期純利益 134,463 26,565

㈱エイティング（3785）　平成22年９月期　第３四半期決算短信

-5-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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 232,633 53,005

減価償却費 14,360 17,179

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,867 45,169

受取利息及び受取配当金 △249 △95

保険解約返戻金 － △10,728

固定資産除却損 767 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 8,730

投資事業組合運用損益（△は益） 9,632 296

売上債権の増減額（△は増加） 134,654 △145,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,206 260,002

仕入債務の増減額（△は減少） 170 △18,923

前受金の増減額（△は減少） △84,450 △295,986

未払金の増減額（△は減少） △5,474 5,808

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,022 15,726

その他 4,105 △10,510

小計 250,788 △75,434

利息及び配当金の受取額 249 95

法人税等の支払額 △241,983 △85,597

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,053 △160,935

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 －

有価証券の償還による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △3,907 △7,820

無形固定資産の取得による支出 △17,175 △149,307

投資有価証券の売却による収入 13,854 16,270

保険積立金の解約による収入 － 22,335

敷金及び保証金の差入による支出 △22,656 －

その他 △695 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,581 △118,397

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 △51,271 －

配当金の支払額 △64,337 △69,444

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,128 △69,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,656 △348,777

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 1,459,997 1,062,337
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

21年10月１日 至平成22年６月30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の金額の合

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。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年10月１日 至平成22年６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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

21年10月１日 至平成22年６月30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

（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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