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1.  平成23年5月期第2四半期の業績（平成22年6月1日～平成22年11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 ％

23年5月期第2四半期 1,480 26.0 258 ― 253 ― 191 ―
22年5月期第2四半期 1,174 ― △102 ― △105 ― △170 ―

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5月期第2四半期 9,337.08 9,249.79
22年5月期第2四半期 △8,316.90 ―

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5月期第2四半期 2,187 1,178 53.6 57,027.00
22年5月期 1,882 985 52.1 47,405.86

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  1,172百万円 22年5月期  980百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年5月期 ― 0.00
23年5月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年5月期の業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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  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 3,000 18.2 600 ― 570 ― 420 ― 20,431.00



(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.５ 「その他の情報」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5月期2Q 21,027株 22年5月期  21,027株
② 期末自己株式数 23年5月期2Q  470株 22年5月期  470株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 20,557株 22年5月期2Q 20,557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終了していません。 

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年１月18日（火）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当第２四半期累計期間（平成22年６月１日から平成22年11月30日まで）における我が国経済は、政府

による緊急経済対策等の政策効果による内需の押し上げや、新興国における需要増加による輸出の増加

もあり、企業収益には改善の動きが見られるようになりました。しかしながら、円高基調の為替相場や

厳しい雇用情勢などが景気に与える影響も不透明であり、依然として先行きには予断を許さない状況が

続いています。  

当社の事業環境といたしましては、情報通信インフラのブロードバンド化が進み、インターネット利

用者における光回線利用の割合も増加してきました。また、日本国内における携帯電話の契約者数につ

いては、１億1,639万契約（平成22年11月末現在）に達しており（出所：社団法人電気通信事業者協

会）、スマートフォンの国内出荷台数についても、2010年は前年比96.1%増の426.5万台、全世界では前

年比45.3%増の２億7,291万台に達するとの予測もあるなど（矢野経済研究所調べ）、端末の進化とその

急速な市場拡大により、新たな事業機会が生まれようとしています。 

このような環境の下、当社では「次世代インターネットサービス（注）におけるデジタルエンターテ

イメントNo.１集団を目指す」という方針のもと、新たな成長市場として期待されるソーシャルゲーム

市場やスマートフォン市場において、積極的な事業展開を進めております。  

売上面におきましては、 重要施策として重点的に注力している、SNS向けソーシャルゲーム「しろ

つく」における有料課金が引き続き好調に推移しております。また、利益面におきましては、上述の

SNS向けソーシャルゲームの急成長により、前年同期の赤字から大幅な黒字計上となっております。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,480百万円（前年同四半期比26.0％増）、営業利益

は258百万円（前年同四半期は営業損失102百万円）、経常利益は253百万円（前年同四半期は経常損失

105百万円）、四半期純利益は191百万円（前年同四半期は四半期純損失170百万円）となりました。  

  

（注）SNS上のオープンな開発環境、次世代モバイル端末やボーダレス化により出現する新たなコミュ

ニケーションツールに対して提供していくサービス 

  

なお、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等の適用により、第１四半期会計期間より、

「ソーシャルメディア・アプリ事業」「インフォメーションプロバイダー事業」「オンライン事業」

「ゲーム開発事業」の４報告セグメントに分類して開示しております。 

セグメント別の進捗状況につきましては以下のとおりであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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①ソーシャルメディア・アプリ事業 

ソーシャルメディア・アプリ事業におきましては、SNS向けソーシャルゲームの運営に加え、米アッ

プル社のiPhone／iPod touch向けのゲームアプリの販売を行っております。 

携帯SNS向けソーシャルゲーム「しろつく」に関しましては、株式会社ディー・エヌ・エーの「モバ

ゲータウン」、グリー株式会社の「GREE」に加え、平成22年10月より「Yahoo!モバゲー」へ、平成22年

11月には株式会社ミクシィの「mixi」へ新たに提供を開始しております。 

「しろつく」の会員数は平成22年11月末時点で250万人を超えて、会員数、有料課金ともに順調に推移

しております。 

また、米アップル社のiPhone／iPod touch向けのゲームアプリ第２弾「怒首領蜂大復活」に続き、平

成22年11月には第３弾として「虫姫さまBUG PANIC」を新たにリリースいたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は495百万円、セグメント利益は160百万円となり

ました。 
  

②インフォメーションプロバイダー事業 

インフォメーションプロバイダー事業におきましては、主に携帯キャリア公式サイトの運営を行って

おります。 

既存コンテンツにつきましては、良質なコンテンツを厳選した上で独自の企画力と高い技術力をもっ

て音楽・占い・情報・ゲームの各ジャンルに対し、高付加価値コンテンツの提供を行うと同時に、今後

拡大が予測されるスマートフォン向けに、既存コンテンツの移植や新規コンテンツの研究開発を進めて

おります。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は292百万円、セグメント利益は115百万円となり

ました。 
  

③オンライン事業 

オンライン事業におきましては、オンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」の運営を行っておりま

す。 

「真・女神転生IMAGINE」では、国内においてユーザーの嗜好を反映したアイテム商品の投入や各種

イベント、キャンペーン等を積極的に展開しております。当第２四半期におきましては、ゲーム内にお

ける新エリアとして、成功と羨望が交差する欲望の街「イケブクロ中華街 華梟城」を開始し、大型カ

ジノ「ゴールデンアーク」を実装いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は486百万円、セグメント利益は109百万円となり

ました。 
  

④ゲーム開発事業 

ゲーム開発事業におきましては、コンシューマー向けゲームソフト及びアミューズメント施設向け業

務用ゲーム機の開発販売、キャラクターグッズの販売等を行っております。 

当第２四半期におきましては、家庭用ゲーム機向けに業務用ゲーム機で人気のタイトルを移植し、平

成22年11月に「怒首領蜂大復活ver1.5」を販売開始いたしました。また、マイクロソフト社のダウンロ

ードコンテンツ「Xbox LIVE Arcade」向けに「ぐわんげ」を平成22年11月より全世界へ向けて配信開始

いたしました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は205百万円、セグメント利益は79百万円となり

ました。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

総資産は、前事業年度末に比べて305百万円増加し2,187百万円となりました。主な要因は、受取手形

及び売掛金89百万円の減少、現金及び預金385百万円の増加等により、流動資産が304百万円増加したこ

とによるものであります。 

（負債） 

負債は、前事業年度末に比べて112百万円増加し1,009百万円となりました。主な要因は、長期借入金

（１年内返済予定の長期借入金含む）82百万円、未払法人税等36百万円増加等によるものであります。

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて192百万円増加し1,178百万円となりました。これは、主に利益剰余

金が191百万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、1,180百万円と

なりました。 

当第２四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況及びこ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） 

 営業活動の結果増加した資金は、352百万円となりました。これは、税引前四半期純利益226百 万

円、売上債権の減少による87百万円の増加、未払法人税等70百万円の増加、たな卸資産の増加による36

百万円の減少等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） 

 投資活動の結果減少した資金は、49百万円となりました。これは、無形固定資産の取得による支出

44百万円、投資有価証券の取得による支出19百万円、関係会社株式売却による収入16百万円等があった

こと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） 

 財務活動の結果増加した資金は、82百万円となりました。これは長期借入による収入300百万円、

長期借入金の返済による支出217百万円等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、概ね想定した範囲で推移しており、現時点では平成22年７月14日に公表い

たしました通期業績予想の修正はありません。 

  

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

  

 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、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。 

  

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、営業利益及び経常利益がそれぞれ1,279千円減少し、税引前四半期純利益は、

12,330千円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,180,337 794,511

受取手形及び売掛金 471,409 561,065

商品及び製品 47,147 29,315

仕掛品 17,791 －

原材料及び貯蔵品 1,418 668

前渡金 6,688 520

前払費用 19,066 24,089

未収入金 212,086 233,920

その他 948 5,502

貸倒引当金 △58,707 △56,010

流動資産合計 1,898,186 1,593,582

固定資産

有形固定資産

建物 55,273 55,273

減価償却累計額 △26,057 △23,690

建物（純額） 29,216 31,583

工具、器具及び備品 201,524 202,750

減価償却累計額 △164,655 △155,259

工具、器具及び備品（純額） 36,869 47,491

有形固定資産合計 66,085 79,075

無形固定資産

商標権 3,926 4,042

ソフトウエア 43,633 53,028

ソフトウエア仮勘定 75,308 45,669

その他 630 630

無形固定資産合計 123,499 103,371

投資その他の資産

投資有価証券 20,249 676

関係会社株式 7,804 22,804

出資金 836 836

敷金 69,216 81,546

差入保証金 1,930 140

投資その他の資産合計 100,035 106,003

固定資産合計 289,621 288,449

資産合計 2,187,807 1,882,032
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,459 13,552

1年内返済予定の長期借入金 440,964 403,000

未払金 81,474 77,758

未払費用 101,071 129,564

未払法人税等 38,716 2,189

未払消費税等 18,282 －

前受金 39,966 40,254

預り金 8,210 5,635

未払配当金 2,264 2,456

流動負債合計 742,409 674,411

固定負債

長期借入金 266,886 221,900

繰延税金負債 － 89

固定負債合計 266,886 221,989

負債合計 1,009,295 896,401

純資産の部

株主資本

資本金 785,527 785,527

資本剰余金 729,167 729,167

利益剰余金 △295,296 △487,238

自己株式 △46,876 △46,876

株主資本合計 1,172,520 980,578

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △216 110

評価・換算差額等合計 △216 110

新株予約権 6,207 4,942

純資産合計 1,178,511 985,631

負債純資産合計 2,187,807 1,882,032
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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21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 1,174,880 1,480,510

売上原価 739,623 557,985

売上総利益 435,257 922,524

販売費及び一般管理費

回収費 82,101 275,054

貸倒引当金繰入額 17,397 6,398

広告宣伝費及び販売促進費 64,666 72,581

役員報酬 50,250 47,290

給料及び手当 81,497 44,745

研究開発費 30,228 85,820

地代家賃 15,671 11,223

運賃 10,846 632

支払手数料 24,559 21,330

その他 160,316 99,275

販売費及び一般管理費合計 537,535 664,352

営業利益又は営業損失（△） △102,278 258,172

営業外収益

受取利息 41 83

法人税等還付加算金 136 －

業務受託手数料 360 360

出資金運用益 1,022 －

その他 260 1,790

営業外収益合計 1,820 2,234

営業外費用

支払利息 4,842 6,880

為替差損 564 116

営業外費用合計 5,407 6,996

経常利益又は経常損失（△） △105,866 253,410

特別利益

新株予約権戻入益 56 －

関係会社株式売却益 － 1,500

ポイント引当金戻入額 351 －

特別利益合計 407 1,500

特別損失

固定資産除却損 － 8,464

事業整理損 163,878 9,215

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,050

特別損失合計 163,878 28,730

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △269,337 226,180

法人税、住民税及び事業税 3,125 34,237

法人税等調整額 △101,492 －

法人税等合計 △98,366 34,237

四半期純利益又は四半期純損失（△） △170,970 191,942
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【第２四半期会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 586,275 823,072

売上原価 368,032 286,254

売上総利益 218,243 536,818

販売費及び一般管理費

回収費 40,451 153,859

貸倒引当金繰入額 3,487 4,717

広告宣伝費及び販売促進費 32,443 40,255

役員報酬 24,750 25,840

給料及び手当 38,732 23,276

研究開発費 14,221 45,153

地代家賃 8,126 6,051

運賃 3,209 169

支払手数料 13,582 9,354

その他 67,586 44,800

販売費及び一般管理費合計 246,591 353,479

営業利益又は営業損失（△） △28,348 183,339

営業外収益

業務受託手数料 180 180

為替差益 － 51

その他 188 701

営業外収益合計 368 933

営業外費用

支払利息 4,283 3,604

為替差損 330 －

営業外費用合計 4,614 3,604

経常利益又は経常損失（△） △32,593 180,668

特別利益

新株予約権戻入益 56 －

ポイント引当金戻入額 351 －

特別利益合計 407 －

特別損失

固定資産除却損 － 8,463

事業整理損 163,878 －

特別損失合計 163,878 8,463

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △196,064 172,204

法人税、住民税及び事業税 674 33,562

法人税等調整額 △78,703 －

法人税等合計 △78,028 33,562

四半期純利益又は四半期純損失（△） △118,036 138,641
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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21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11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又は税引前四半期純損失
（△）

△269,337 226,180

減価償却費 144,857 29,982

株式報酬費用 249 1,265

ポイント引当金の増減額（△は減少） 443 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,307 2,697

受取利息及び受取配当金 △41 △83

支払利息 4,842 6,880

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,500

事業整理損失 163,878 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,050

固定資産除却損 － 8,464

新株予約権戻入益 △56 －

売上債権の増減額（△は増加） 144,341 87,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,079 △36,373

仕入債務の増減額（△は減少） 5,931 △6,807

未払金の増減額（△は減少） △73,696 3,716

未払費用の増減額（△は減少） △54,892 △28,492

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,147 18,282

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

△4,308 3,639

その他の資産の増減額（△は増加） 76,439 27,122

その他の負債の増減額（△は減少） △5,496 7,289

小計 143,531 360,719

利息及び配当金の受取額 41 83

利息の支払額 △7,190 △6,798

法人税等の支払額 △24,856 △1,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,525 352,654

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 △10,500 △101

無形固定資産の取得による支出 △188,201 △44,204

関係会社株式の売却による収入 － 16,500

投資有価証券の取得による支出 － △19,990

差入保証金の差入による支出 － △1,800

その他の収入 － 20

その他の支出 △20 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,722 △49,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 900,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △304,750 △217,050

配当金の支払額 △80,360 △192

財務活動によるキャッシュ・フロー 514,889 82,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 427,692 385,826

現金及び現金同等物の期首残高 529,194 794,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 956,887 1,180,337
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該当事項はありません。 
  

【セグメント情報】 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 
  
１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、携帯SNS向けソーシャルゲーム、携帯公式コンテンツ、PCオンラインゲーム、コンシューマ

ー向けゲーム及びアーケードゲームを開発、販売、提供しており、提供するサービスの種類ごとに、各

事業部門に分かれて事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「ソーシ

ャルメディア・アプリ事業」「インフォメーションプロバイダー事業」「オンライン事業」「ゲーム開

発事業」の４報告セグメントに分類しております。 

各セグメントに属するサービスの種類は、以下の通りであります。 

   
２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日） 

 
（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業開発に係る研究開発費

であります。 

 ２. セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△190,698千円は、主に管理部門に係る人件費および

経費であります。 

 ３. セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

報告セグメント 事業の内容

ソーシャルメディア・ 
アプリ事業

ソーシャルゲーム、ソーシャルアプリ、iPhone向けアプリの提供

インフォメーション 
プロバイダー事業

携帯キャリア公式コンテンツの提供

オンライン事業 主にPC上でのオンラインゲームの提供

ゲーム開発事業
コンシューマー向けゲームソフト及びアミューズメント施設向け業務用ゲー
ム機の開発販売、キャラクターグッズの販売等

（単位：千円）

ソーシャル 

メディア・ 

アプリ事業

インフォメー 

ションプロバ 

イダー事業

オンライン 

事業

ゲーム開発 

事業

その他 

（注）１

調整額 

（注）２

四半期 

損益計算書 

計上額

(注）３

売上高

外部顧客への売上高 495,544 292,337 486,737 205,891 ─ ─ 1,480,510

セグメント間の内部売上高 

又は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 495,544 292,337 486,737 205,891 ─ ─ 1,480,510

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

160,131 115,874 109,801 79,229 △16,165 △190,698 258,172
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該当事項はありません。 

(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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