
  

  

１．平成22年2月期第２四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31日） 

  

 （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。  
 （２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

（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。  
  

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） 

  

（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。  

        

平成23年2月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年10月7日

上場会社名 プライムワークス株式会社 上場取引所  東 

コード番号 3627 ＵＲＬ  http://www.primeworks.jp/ 

代表者          （役職名）代表取締役社長 （氏名）池田  昌史 

問合せ先責任者  （役職名）取締役兼執行役員企画部長 （氏名）中野  隆司 （ＴＥＬ）  03（5209）1590 

四半期報告書提出予定日 平成22年10月7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： 無   
    

四半期決算説明会開催の有無      ： 有   （機関投資家、証券アナリスト向け）     

  （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 ％ 

23年2月期第２四半期  2,515  26.1  233  15.9  232  18.3  138  26.1

22年2月期第２四半期  1,994  －  201  －  196  －  109  －

  
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２四半期  2,797  27  2,532  79

22年2月期第２四半期  5,697  08  5,010  38

  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２四半期  3,499  2,748  77.7  35,881  87

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２四半期 2,720百万円 22年2月期 2,550百万円

  
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 

22年2月期  －        0 00 －      1,300 00  1,300  00

23年2月期  －        0 00

23年2月期（予想） －      434 00  434  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 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  4,817  20.8  510  9.5  510  10.6  287  4.1  3,864  38

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」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等の変更」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レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は完了しています。 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

  

（ご参考）業績予想について 

 １株当たり（予想）当期純利益は、株式分割が期首に行われたと仮定し、期中平均株式数を基に算出しておりま

す。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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２Ｑ 75,810株 22年2月期 23,254株

②  期末自己株式数 23年2月期２Ｑ －株 22年2月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期２Ｑ 49,376株 22年2月期２Ｑ 19,233株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………  3

２．その他の情報 …………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ……………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 …………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 …………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………  8

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８月31日）におけるわが国経済は、景気持ち直しへの期

待感が芽生えつつある一方で、失業率はなお、高水準で推移しており、急速な株安や円高も相俟って、不透明な状況が依

然継続しています。 

一般企業においては、昨年来の設備投資の減速傾向が下げ止まり、足許では企業収益は改善の兆しが見られつつある

ものの、景気判断の先行きについては、慎重な見方をする企業が多い状態にあります。 

携帯電話市場においては、新規端末の出荷台数は、依然として低水準にありますが、安定的に前年水準を維持し、増

加への兆しが見えてきました。通信キャリアの業績は、増益基調には至っていませんが、パケット定額制の利用拡大に伴

い、データ通信の利用が伸展し、データ通信収入の増加が顕著に表れています。 

今後、スマートフォン、デジタルフォトフレームなどの新しい通信端末の更なる普及拡大により、携帯通信サービス

市場を取り巻く経済環境は、既存携帯電話端末向けサービスの成熟化と、新規通信端末向けサービスの発展という二極化

が進んで行くものと見込まれます。 

このような環境のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は、アプリケーション事業及びウェブ事業の拡大が大きく

寄与し、売上高2,515,862千円（前年同期比26.1%増）、営業利益233,065千円（前年同期比15.9%増）、経常利益232,525

千円（前年同期比18.3%増）、当期純利益138,118千円（前年同期比26.1%増）と、増収増益となりました。 

また、期初の第２四半期連結累計期間業績予想に対しても、売上高で114.0％、営業利益で107.4％、経常利益

106.9%、当期純利益110.4％と順調に推移いたしました。 

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＞ 

当第２四半期連結累計期間におけるアプリケーション事業の売上高は897,741千円（前年同期比46.1％増）と大幅な増

収となりました。 

電子ブックにおいては、動画や静止画に対応したマルチメディアビューワー「FlexMotion」を開発し、コミック以外の電

子ブックジャンルへの展開を開始いたしました。 

また、コンテンツ事業において主力の「きせかえコンテンツ」対応アプリケーションとして、自分で撮った写真から

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」アプリをドコモ端末向けに開発し、２０１０年春発

売のSHARP製機種３端末に搭載を開始しました。 

なお、当第２四半期連結累計期間における新分野への取り組みとして、KDDIより世界初のFlash®搭載デジタルフォト

フレームである「PHOTO-U 」が発売されました。当製品には、当社グループの「Flash® 合成エンジン」技術が採用され 

ており、Flash®ならではのリッチな演出で写真を表示することが可能となりました。 

 これらの取り組みに加え、スマートフォン市場の台頭による関連ソリューション案件が増収に寄与しました。 

  

＜コンテンツ事業＞ 

当第２四半期連結累計期間におけるコンテンツ事業は、売上高552,434千円（前年同期比10.7％増）と順調に推移しま

した。 

 主力の「きせかえ」コンテンツにおいては、昨年来サイト多角化を推進しており、今期に新設した「キャラきせかえ＠

MTV」等、新規サイトが順調に売上を伸ばしました。 

メガ待受サービス「キャラタイム」においては、「北斗の拳」、「宇宙戦艦ヤマト」などの人気キャラクターを中心

に、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8月

末現在で19タイトルに拡大しております。 

また、新規通信端末へのサービス展開として、６月より、KDDIと共同でデジタルフォトフレーム向けのサービスを開

始しました。「PHOTO-U」に、携帯やパソコンから写真を送ったり、写真を装飾するためのフレームコンテンツやキャラ

クターコンテンツなどFlash®を用いた様々なコンテンツをサイトを通じて購入することができます。 

さらにデコメ絵文字・デコメピクチャが利用できる「デコメール」に、入力機能を追加した「新デコメアニメエンジ

ン」対応コンテンツの先行展開も開始しており、既存コンテンツサービスの成熟化に対応した新たなサービスの開拓に積

極的に注力しています。 

  

＜ウェブ事業＞ 

当第２四半期連結累計期間におけるウェブ事業の売上高は、1,065,685千円（前年同期比21.0％増）と順調に拡大しま

した。 

ＷＥＢソリューション事業においては、企業業績の回復を受け、法人需要が改善してくるなかで、得意分野のメディ

カル、ヘルスケア関連を中心にして、順調に受注が推移しました。さらに、当社グループの技術力を活かした、モバイル

動画向けサービスソリューションも、売上拡大に寄与いたしました。 

また、KDDIとの共同事業である「au Smart Sports Karada Manager」においては、従来の食事等のレコーディング機
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能に加えて、コンシェルジュ、トレーナー機能を追加し、お客様一人ひとりに合わせたプログラムを提供するトータ

ルヘルスケアサービスへ向けて、６月に大幅なリニューアルを行いました。この結果、順調にサービス利用は拡大してお

ります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部の合計は、3,499,689千円（前期末は3,209,952千円）と、前連結会計年度末に

比べ289,737千円増加いたしました。当第２四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97,633千円増加し、2,020,189千円となりました。これは、現預金

は減少したものの、売掛金及び前渡金の増加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、サーバ取得、事務所拡張に伴う有形固定資産の増加を主因とし

23,917千円増加、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127,063千円増加し、固定資産合計で

192,104千円増加し、1,479,500千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債の部の合計は、751,491千円（前期末は640,974千円）と前連結会計年度末に比べ

110,517千円増加いたしました。これは主に、流動負債において未払金、未払法人税等、賞与引当金が増加したことによ

るものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部の合計は、2,748,198千円（前期末は2,568,978千円）と、前連結会計年度末

に比べ179,220千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32,150千円

増加したほか、利益剰余金が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２四半期連結累計期間において、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は78,873千円減少し、当第２四半

期連結会計期間末の資金は868,336千円となりました。  

当第２四半期連結累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277,155千円（前年同期は59,253千円の収入）となりました。これは主に、法人税等の

支払額100,989千円、売上債権の増加115,588千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

232,525千円、減価償却費の計上149,869千円、たな卸資産の減少37,388千円、仕入債務の増加19,232千円、のれん償却額

16,044千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359,947千円（前年同期は194,470千円の支出）となりました。これは主に、ソフトウェ

ア等の無形固定資産の取得による支出305,704千円、サーバ取得、事業拡張に伴う有形固定資産の取得による支出51,804

千円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3,918千円（前年同期は773,819千円の収入）となりました。これは主に、新株予約権の

行使に伴う株式発行による収入60,300千円があったものの、配当金の支払額29,879千円、長期借入金の返済による支出

25,020千円などの支出がこれを上回ったこと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 

 平成23年２月期の業績予想につきましては、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。 

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。  

  

（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 

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、
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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。 

  

（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

た契約から、当第２四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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は99,973千円増加し、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25,774千円増加しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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 868,336 947,209

受取手形及び売掛金 822,050 706,461

有価証券 69,000 69,000

仕掛品 27,531 64,919

その他 233,270 134,965

流動資産合計 2,020,189 1,922,556

固定資産   

有形固定資産 170,213 146,296

無形固定資産   

ソフトウエア 510,592 388,943

のれん 170,805 181,832

その他 218,822 202,381

無形固定資産合計 900,220 773,157

投資その他の資産 409,066 367,942

固定資産合計 1,479,500 1,287,396

資産合計 3,499,689 3,209,952

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 181,370 162,137

短期借入金 24,940 49,960

未払法人税等 139,175 108,190

賞与引当金 123,526 92,113

ポイント引当金 12,102 7,687

その他 241,126 191,635

流動負債合計 722,241 611,724

固定負債   

社債 29,250 29,250

固定負債合計 29,250 29,250

負債合計 751,491 640,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 933,410 901,260

資本剰余金 923,410 891,260

利益剰余金 855,847 747,959

株主資本合計 2,712,668 2,540,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,535 10,046

評価・換算差額等合計 7,535 10,046

新株予約権 15,354 10,573

少数株主持分 12,639 7,878

純資産合計 2,748,198 2,568,978

負債純資産合計 3,499,689 3,209,952
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 1,994,673 2,515,862

売上原価 1,271,432 1,730,411

売上総利益 723,240 785,450

販売費及び一般管理費 522,207 552,385

営業利益 201,032 233,065

営業外収益   

受取利息 2,484 1,520

その他 102 520

営業外収益合計 2,587 2,040

営業外費用   

支払利息 2,564 660

株式交付費 － 1,110

売掛債権売却損 － 425

新株予約権発行費 － 373

その他 4,421 12

営業外費用合計 6,986 2,580

経常利益 196,633 232,525

特別損失   

減損損失 6,343 －

事務所移転費用 33,884 －

特別損失合計 40,227 －

税金等調整前四半期純利益 156,406 232,525

法人税、住民税及び事業税 66,526 134,440

法人税等調整額 △16,303 △39,778

法人税等合計 50,222 94,662

少数株主損失（△） △3,388 △255

四半期純利益 109,571 138,118
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８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 156,406 232,525

減価償却費 109,920 149,869

減損損失 6,343 －

移転費用 780 －

のれん償却額 15,731 16,044

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,601 31,413

ポイント引当金の増減額（△は減少） △987 4,414

受取利息及び受取配当金 △2,484 △1,521

支払利息 2,564 660

売上債権の増減額（△は増加） △138,623 △115,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,437 37,388

仕入債務の増減額（△は減少） 32,838 19,232

その他 12,985 3,744

小計 206,513 378,183

利息及び配当金の受取額 1,355 321

利息の支払額 △2,126 △359

法人税等の支払額 △146,490 △100,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,253 277,155

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 △62,079 △51,804

無形固定資産の取得による支出 △161,049 △305,704

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 －

貸付けによる支出 △100,000 －

貸付金の回収による収入 250,000 －

差入保証金の差入による支出 △112,317 △29,163

その他 4,022 △5,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △194,470 △359,947

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △90,000 －

長期借入金の返済による支出 △25,020 △25,020

株式の発行による収入 895,900 60,300

配当金の支払額 △21,760 △29,879

その他 14,700 △1,483

財務活動によるキャッシュ・フロー 773,819 3,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 638,602 △78,873

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 1,200,961 868,336
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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2四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８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2四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８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。 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第2四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８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2四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８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。 

  

〔海外売上高〕 

前第2四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年８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2四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年８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

（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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