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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

（注）当社は、平成22年３月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成22年３月期第２四半期及び平成23年３月期第２四半期
の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(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 ％

23年3月期第2四半期 1,991 ― 139 ― 147 ― 87 ―
22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3月期第2四半期 70.08 68.38
22年3月期第2四半期 ― ―

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3月期第2四半期 2,550 1,670 65.5 1,298.46
22年3月期 2,234 1,384 61.9 1,147.33

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,670百万円 22年3月期  1,384百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 4,108 9.5 237 △34.5 262 △33.7 155 △33.6 122.61



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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3月期2Q 1,286,360株 22年3月期  1,206,360株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  100株 22年3月期  50株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 1,250,012株 22年3月期2Q  11,276株

※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については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的
情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間における我が国経済は、各種の政策効果などを背景にして企業収益は改善している一

方で、今後の海外景気の下振れ懸念や円高の進行、失業率が高水準であるなど依然として厳しい状況が続きま

した。内閣府発表の「月例経済報告（平成22年９月）」では、「景気は、引き続き持ち直してきており、自律

的回復に向けた動きもみられるが、このところ環境の厳しさは増している」とされております。 

  当社を取り巻く事業環境といたしましては、報道において電子書籍が取り上げられるなど注目を浴びており

ます。これを受け大手家電メーカー各社が新規電子書籍端末を発表、また、携帯電話事業者、大手印刷会社な

ど関連業界大手も電子書籍市場への本格参入を発表しております。 

  なお、株式会社インプレスＲ＆Ｄの発表によりますと、電子書籍の平成21年度の市場規模は574億円、成長

率は前年度比23.7％増と言われております。 

  また、携帯電話の国内利用状況は、平成21年９月末現在では契約数が1億963万件であったのに対して、平成

22年９月末現在で1億1,540万件と増加傾向にあります（社団法人電気通信事業者協会調べ）。 

  このような環境の中で当社では、ユーザーに対するサービスの改良、集客力の高いプロモーションの検討及

びコンテンツの拡充に力を注ぎました。 

  この結果、当第２四半期累計期間の経営成績は売上高は1,991百万円、営業利益は139百万円、経常利益は

147百万円、四半期純利益は87百万円となりました。 

  当社の事業は電子書籍事業のみであり、事業所も本店のみとなっているため報告セグメントはありません。

以下、事業の業績を示すと次のとおりであります。 

  

＜電子書籍事業＞ 

①本店による電子書籍販売 

  当第２四半期累計期間においても、引き続き３Ｐ（プロモーション・プレイス・プロダクト）による販売拡

大を図りました。なお、プロモーション戦略とは広告やポイント付与等を用いた集客施策を指し、プレイス戦

略とはサイト改良やサイトを利用するうえでのサービス内容改善等によるユーザー利便性の向上施策を指し、

プロダクト戦略とは掲載冊数拡充などのコンテンツ施策を指します。 

  プロモーション戦略としては、効果の高い広告の選定等、購買に結びつく集客に注力しました。また、携帯

電話公式サイトにおいて前事業年度から、キャンペーンによるポイント付与施策を行うと共に、Twitterを活

用してのＰＲ企画も行っております。 

  プレイス戦略としては、「電子貸本Renta!」のサービスにおいて、新たに雑誌と動画の配信を開始しまし

た。またＰＣの「電子書店パピレス」においては、電子書籍閲覧ビューアを従来のものから変更することで、

ブラウザ上での閲覧を可能にし、ユーザーがより直感的に電子書籍を閲覧できる環境を整備しました。 

  プロダクト戦略としては、コミック、小説・ノンフィクション、ビジネス書、趣味実用書等、幅広いジャン

ルの書籍を入荷しました。なお、平成22年９月末現在における掲載冊数の合計は201,565冊（コミック24,329

冊、小説・ノンフィクション27,948冊、写真集22,627冊、その他126,661冊）となっており、当第２四半期累

計期間における販売冊数の合計は4,716,995冊（コミック3,374,349冊、小説・ノンフィクション1,070,852

冊、写真集133,006冊、その他138,788冊）となりました。 

  この結果、当第２四半期累計期間における本店による電子書籍販売の売上高は1,948百万円となりました。 

②提携店を通じた電子書籍販売 

  ＰＣ・携帯電話向け「eBookBank」電子書籍販売支援システムを用いて、新規提携店の開拓を継続して実施

しましたが、各店舗の売上は伸び悩んでおります。 

  この結果、当第２四半期累計期間における提携店を通じた電子書籍販売の売上高は40百万円となりました。

③その他 

  「eBookBank」電子書籍販売支援システムの利用料による開発売上、電子書籍の制作による図書制作売上を

計上しております。 

  この結果、当第２四半期累計期間におけるその他の売上高は２百万円となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産の部の分析） 

  流動資産は、前事業年度末と比べて218百万円（10.3％）増加し、2,341百万円となりました。 

  主な内容として、第１四半期会計期間において行った新規株式上場時の公募増資等により現金及び預金が

145百万円増加、売上高増加に伴って売掛金が72百万円増加しております。 

  固定資産は、前事業年度末と比べて97百万円（87.1％）増加し、208百万円となりました。 

  主な内容として、投資有価証券100百万円を購入しております。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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  なお、当第２四半期累計期間において、重要な設備の新設および除却は発生しておりません。 

  この結果、資産合計は、前事業年度末に比べて316百万円（14.1％）増加し、2,550百万円となりました。 

（負債の部の分析） 

  流動負債は、前事業年度末と比べて、30百万円（3.5％）増加し、880百万円となりました。 

  主な増減内容として、買掛金が41百万円増加し、広告宣伝費の発生金額の増加等により未払金が32百万円増

加しております。また未払法人税等は48百万円減少しております。 

  この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて30百万円（3.5％）増加し、880百万円となりました。 

（純資産の部の分析） 

純資産合計は、前事業年度末と比べて、286百万円（20.7％）増加し、1,670百万円となりました。 

主な内容として、第１四半期会計期間において行った新規株式上場時の公募増資により資本金と資本剰余金

がそれぞれ99百万円増加しました。また、利益剰余金が87百万円増加しております。 

（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1,045百万円となりまし

た。当第２四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当第２四半期累計期間における営業活動においては、主な資金増加要因として税引前四半期純利益の

獲得額145百万円、仕入債務の増加額41百万円、未払金の増加額33百万円がありました。これに対して主

な資金減少要因としては売上債権の増加額72百万円、法人税等の支払額105百万円が発生しております。

この結果、獲得した資金は53百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当第２四半期累計期間おいては、定期預金250百万円の払戻しがありましたが、これに対して定期預金

400百万円を預入れております。また、投資有価証券100百万円を購入しております。この結果、使用し

た資金は251百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当第２四半期累計期間における財務活動においては、主な資金増加要因として株式の発行による収入

193百万円の発生があり、この結果、獲得した資金は193百万円となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間の業績及び通期の業績予想に関しましては、本日公表いたしました、「平成23年３月

期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び平成23年３月期通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

  これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益は321千円、税引前四半期純利益は2,142千円減少

しております。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,428,223 1,282,469

売掛金 802,397 729,681

有価証券 26,870 26,859

コンテンツ資産 3,259 2,259

仕掛コンテンツ資産 600 －

その他 84,971 86,570

貸倒引当金 △4,642 △5,021

流動資産合計 2,341,678 2,122,819

固定資産   

有形固定資産 10,296 11,393

無形固定資産 2,388 3,271

投資その他の資産 196,265 97,013

固定資産合計 208,950 111,678

資産合計 2,550,629 2,234,497

負債の部   

流動負債   

買掛金 435,089 393,504

未払金 215,372 182,870

未払法人税等 60,206 108,522

賞与引当金 12,850 11,473

その他 156,958 154,092

流動負債合計 880,477 850,462

負債合計 880,477 850,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 411,087 311,727

資本剰余金 186,014 86,654

利益剰余金 1,073,327 985,730

自己株式 △283 △110

株主資本合計 1,670,146 1,384,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 32

評価・換算差額等合計 5 32

純資産合計 1,670,152 1,384,035

負債純資産合計 2,550,629 2,234,497
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,991,516

売上原価 886,869

売上総利益 1,104,646

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 474,954

代金回収手数料 242,237

貸倒引当金繰入額 2,302

賞与引当金繰入額 6,954

その他 239,085

販売費及び一般管理費合計 965,534

営業利益 139,112

営業外収益  

受取利息 695

退会者未使用課金収益 12,701

その他 14

営業外収益合計 13,412

営業外費用  

為替差損 6

株式交付費 4,826

その他 1

営業外費用合計 4,834

経常利益 147,690

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,821

特別損失合計 1,821

税引前四半期純利益 145,869

法人税、住民税及び事業税 58,403

法人税等調整額 △130

法人税等合計 58,272

四半期純利益 87,596
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,022,614

売上原価 452,695

売上総利益 569,919

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 252,607

代金回収手数料 123,340

貸倒引当金繰入額 435

賞与引当金繰入額 3,484

その他 113,642

販売費及び一般管理費合計 493,510

営業利益 76,409

営業外収益  

受取利息 653

退会者未使用課金収益 5,823

その他 13

営業外収益合計 6,491

営業外費用  

株式交付費 695

その他 1

営業外費用合計 696

経常利益 82,203

税引前四半期純利益 82,203

法人税、住民税及び事業税 39,867

法人税等調整額 △6,898

法人税等合計 32,969

四半期純利益 49,234
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 145,869

減価償却費 2,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） △378

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,376

受取利息及び受取配当金 △695

株式交付費 4,826

売上債権の増減額（△は増加） △72,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,599

仕入債務の増減額（△は減少） 41,584

未払金の増減額（△は減少） 33,326

その他 4,236

小計 158,158

利息及び配当金の受取額 695

法人税等の支払額 △105,625

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,229

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 △400,602

定期預金の払戻による収入 250,000

有形固定資産の取得による支出 △1,134

投資有価証券の取得による支出 △100,050

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,787

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 193,893

自己株式の取得による支出 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,836

現金及び現金同等物の期首残高 1,049,990

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,045,153
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  該当事項はありません。 

  

  

  当社は、平成22年６月23日に大阪証券取引所JASDAQ市場に上場し、上場にあたり、平成22年６月22日に公募

増資による払込を受けました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ

99,360千円増加し、当第２四半期会計期間末において、資本金が411,087千円及び資本準備金が186,014千円と

なっております。 

  

  

（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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