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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 

  

(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3四半期 3,830 30.4 348 23.2 348 25.1 188 16.8
22年2月期第3四半期 2,936 ― 283 ― 278 ― 161 ―

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3四半期 3,250.37 3,032.64
22年2月期第3四半期 7,876.58 6,990.18

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3四半期 3,570 2,806 77.6 36,543.56
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3四半期  2,772百万円 22年2月期  2,550百万円

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  
（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。 

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

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、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  
（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

通期 4,817 20.8 510 9.5 510 10.6 287 4.1 3,864.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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。 

(2) 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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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2月期3Q 75,870株 22年2月期  23,254株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  ―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3Q 58,138株 22年2月期3Q 17,268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 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（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



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日）におけるわが国経済は、急激な円高や株安な

ど厳しい経済環境が続いており、政府のエコ対策の効果などにより一部に明るい兆しが見えるものの、全体としては依然

足踏み状態が続いております。 

一方、携帯電話市場においては、2009年には大幅に低迷していた携帯電話端末の出荷が回復し、前年の水準を上回る

傾向が定着しつつあります。これは、スマートフォンやデジタルフォトフレーム等の新しい通信端末の増加によるもので

あり、標準型携帯電話は普及の高原化により、新規端末の出荷は鈍化傾向にあります。 

この携帯電話市場の新たな成長を支えるスマートフォン市場は、これまで独壇場であったiPhoneに加えて、各通信キ

ャリアよりAndroid OS搭載端末が続々と発売され、活況を呈しています。この結果、スマートフォンの出荷台数は、2010

年度は675万台、2011年度には1545万台という見通しも出ており（株式会社MM総研調べ）、急速な成長が見込まれており

ます。 

このような環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高3,830,549千円（前年同期比

30.4％増）、営業利益348,811千円（前年同期比23.2％増）、経常利益348,447千円（前年同期比25.1％増）、四半期純利

益188,970千円（前年同期比16.8％増）と、増収増益を維持しました。 

当社では、今日の市場動向を鑑み、従来よりAndroid関連事業の強化に取り組んでまいりましたが、今期において、そ

の成果が実現し始めております。ＮＴＴドコモ向けには、初のキャリア課金に対応したAndroid版きせかえサービスの提

供、KDDI向けには総合ヘルスケアサービス「Karada Manager」のAndroid版サービスの開始、ソフトバンクモバイルにお

いては、同社自身が提供するAndroid上での電子書籍、音楽・映像コンテンツ配信プラットフォームの開発、Android版コ

ミックビューワーのライセンス提供等、全３キャリアにおいてキーサービスの展開及びキーソリューションの提供を実施

いたしました。また、当期においては、通信端末の多様化に対応し、携帯電話端末以外のデジタルフォトフレーム、電子

書籍端末といった新規情報通信端末向けにも事業の拡大を図っております。 

  

以下、事業別に動向を述べます。 

  

＜アプリケーション事業＞ 

当第３四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1,406,075千円（前年同期比57.9％増）と大幅な

増収となりました。 

標準携帯電話向けソリューションの中核事業である電子ブック事業においては、電子コミックの利用者の裾野拡大を

推進しております。具体的には、ＮＴＴドコモ向けに夏モデルに続き、秋冬モデル17機種向けに総合電子ブックビューワ

ー「BS Reader」をプリインストールし、ユーザーの利用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

シスと共同で行いました。 

また、コミック以外の電子ブック分野の拡大として、電子ドキュメントビューワー「カタリスト・モバイル・リーダ

ー」を開発し、au端末メーカー各社に対しライセンス提供を行いました。当製品は、パソコンで利用されているさまざま

なドキュメントファイルをサーバーなどでの変換作業を一切行うことなく、携帯端末の画面上で高速かつスムーズに閲覧

できるものです。 

Android関連の展開としては、ソフトバンクモバイルがAndroid上で提供する基幹サービスである電子書籍及び音楽・

映像コンテンツ配信プラットフォームの開発を手掛けると共に、総合電子書籍ビューワー「BS Reader for Android」を

株式会社セルシスと共同開発し、ソフトバンクモバイル製端末にプリインストール提供を開始いたしました。 

また、当社グループが得意とするFlash®技術を生かし、Android端末メーカー各社に対するFlash®ポーティングサポー

ト事業をスタートいたしました。Android端末におけるFlash®対応は、同アプリケーションに対応していないiPhoneに対

する大きな差別化ポイントとなることから、Android端末を手掛ける各社にとって今後もキーアプリケーションとなるこ

とが予想されます。 

  

＜コンテンツ事業＞ 

当第３四半期連結累計期間におけるコンテンツ事業の売上高は、822,834千円（前年同期比6.6％増）となりました。 

コンテンツ事業は、「きせかえ」をはじめとする既存分野が、標準型携帯電話市場の成熟化に伴い成長が鈍化する一

方で、「キャラタイム」のような他社にない独自性の高いコンテンツやスマートフォン、デジタルフォトフレーム、電子

書籍端末等の新規端末向けコンテンツ展開が拡大しつつあり、コンテンツ事業全体としての伸びをキープしています。 

スマートフォン向けコンテンツ展開としては、当社グループが得意とする「きせかえ」コンテンツのAndroid展開を推

進しており、2010年9月よりＮＴＴドコモ向けに、12月からはKDDI向けにサービスを展開します。 

KDDIとの共同事業であるデジタルフォトフレーム「PHOTO-U」向けコンテンツサービスでは、「リトルステラ星占い」

や朝日新聞社保有の写真コンテンツ「今日は何の日？」等、DPFをデジタルサイネージとして活用したサービスを開始し

ました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

プライムワークス㈱（3627）　平成23年２月期第３四半期決算短信 

2



また、シャープ製電子書籍端末「GALAPAGOS(ガラパゴス)」向けには、複数の出版社、ウェブコンテンツ事業者と提携

し、端末とコンテンツの特性を活かした新しいリッチコンテンツ型電子書籍を制作、TSUSTAYA GALAPAGOSストアにて

2010年12月より提供を開始いたします。 

  

＜ウェブ事業＞ 

当第３四半期連結累計期間におけるウェブ事業の売上高は、1,601,639千円（前年同期比25.7％増）と順調に拡大しま

した。 

法人向けウェブソリューション事業は、当社が得意とするヘルスケア業界やメディカル業界向けのサイト構築や、ウ

ェブマーケティングの受注拡大などにより、収益は堅調な推移をみせました。 

KDDIとの共同事業である「au Smart Sports Karada Manager」においては、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、その効果が堅実に実現し、サービ

ス利用者数が順調に拡大しています。 

また、2010年11月からは、KDDIの本格的Android参入にタイミングを合わせ、いち早く「Karada Manager」のAndroid

サービス対応を実施しました。KDDIのAndroidアプリポータルサイトの「au oneマーケット」に、『Karada Manager 健

康記録』『Karada Manager 健康レシピ』の２つのAndroidアプリを提供すると共に、ウェブサービスのAndroid端末対応

を全面的に実施し、ユーザーの健康生活をさらに強力に支援するサービスの強化を推進しています。 

  

（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３四半期連結会計期間末の資産の部の合計は、3,570,869千円（前期末は3,209,952千円）と、前連結会計年度末に

比べ360,917千円増加いたしました。当第３四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87,549千円増加し、2,010,105千円となりました。これは、現預金

は減少したものの、有価証券及び前払費用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、273,368千円増加し、1,560,764千円となりました。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が34,588千円、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

242,025千円増加しました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の部の合計は、764,650千円（前期末は640,974千円）と前連結会計年度末に比べ

123,676千円増加いたしました。これは主に、流動負債において買掛金等が増加したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産の部の合計は、2,806,219千円（前期末は2,568,978千円）と、前連結会計年度末

に比べ237,241千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33,150千円

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３四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244,806千円減少し、当第３四

半期連結会計期間末の資金は702,403千円となりました。  

当第３四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316,171千円（前年同期は92,444千円の収入）となりました。これは主に、法人税等の

支払額205,567千円、売上債権の増加197,914千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

337,207千円、減価償却費の計上242,886千円、たな卸資産の減少11,469千円、仕入債務の増加107,496千円、のれん償却

額24,245千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554,217千円（前年同期は355,637千円の支出）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490,164千円、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62,977

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）  

 財務活動の結果使用した資金は6,760千円（前年同期は760,471千円の収入）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62,300千円があったものの、配当金の支払額29,941千円、短期借入金の返済による支出

37,530千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
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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 

 たな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。 

  

（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３四半期連結累計期間の売上高は8,336千円増加し、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3,610千円増加しております。 

  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 702,403 947,209

受取手形及び売掛金 904,376 706,461

有価証券 119,000 69,000

仕掛品 53,433 64,919

その他 230,891 134,965

流動資産合計 2,010,105 1,922,556

固定資産   

有形固定資産 180,884 146,296

無形固定資産   

ソフトウエア 565,423 388,943

のれん 162,604 181,832

その他 287,155 202,381

無形固定資産合計 1,015,182 773,157

投資その他の資産 364,697 367,942

固定資産合計 1,560,764 1,287,396

資産合計 3,570,869 3,209,952

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 269,634 162,137

短期借入金 12,430 49,960

未払法人税等 88,191 108,190

賞与引当金 95,901 92,113

ポイント引当金 12,077 7,687

その他 257,164 191,635

流動負債合計 735,400 611,724

固定負債   

社債 29,250 29,250

固定負債合計 29,250 29,250

負債合計 764,650 640,974

純資産の部   

株主資本   

資本金 934,410 901,260

資本剰余金 924,410 891,260

利益剰余金 906,699 747,959

株主資本合計 2,765,520 2,540,479

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,039 10,046

評価・換算差額等合計 7,039 10,046

新株予約権 18,659 10,573

少数株主持分 15,000 7,878

純資産合計 2,806,219 2,568,978

負債純資産合計 3,570,869 3,209,952
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 2,936,459 3,830,549

売上原価 1,859,557 2,650,360

売上総利益 1,076,901 1,180,188

販売費及び一般管理費 793,737 831,377

営業利益 283,163 348,811

営業外収益   

受取利息 3,603 2,113

その他 230 556

営業外収益合計 3,834 2,669

営業外費用   

支払利息 3,527 892

売掛債権売却損 － 537

株式交付費 4,759 1,128

その他 146 473

営業外費用合計 8,434 3,032

経常利益 278,564 348,447

特別損失   

過年度消費税等 － 3,729

投資有価証券評価損 － 7,510

減損損失 6,343 －

事務所移転費用 34,467 －

その他 206 －

特別損失合計 41,017 11,240

税金等調整前四半期純利益 237,546 337,207

法人税、住民税及び事業税 95,974 190,059

法人税等調整額 △8,696 △43,927

法人税等合計 87,278 146,132

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,540 2,105

四半期純利益 161,808 188,970
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３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   

税金等調整前四半期純利益 237,546 337,207

減価償却費 174,151 242,886

減損損失 6,343 －

移転費用 2,494 －

のれん償却額 23,753 24,245

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,869 3,787

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,030 4,390

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,510

受取利息及び受取配当金 △3,603 △2,114

支払利息 3,527 892

売上債権の増減額（△は増加） △5,025 △197,914

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,406 11,469

仕入債務の増減額（△は減少） △87,611 107,496

その他 22,473 △18,412

小計 350,616 521,445

利息及び配当金の受取額 3,057 1,321

利息の支払額 △3,535 △1,027

法人税等の支払額 △257,694 △205,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,444 316,171

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 △127,408 △62,977

無形固定資産の取得による支出 △260,863 △490,164

無形固定資産の売却による収入 － 38,166

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 △200,000 －

貸付金の回収による収入 350,000 －

差入保証金の差入による支出 △112,767 △29,163

その他 8,447 △10,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △355,637 △554,217

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 △37,530 △37,530

株式の発行による収入 895,900 62,300

配当金の支払額 △21,848 △29,941

その他 13,950 △1,590

財務活動によるキャッシュ・フロー 760,471 △6,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497,278 △244,806

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 1,059,637 702,403
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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21年３月１日 至平成21年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至平成21年11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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至平成22年11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21年３月１日 至平成21年11月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至平成22年11月30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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