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1.  平成23年10月期第1四半期の業績（平成22年11月1日～平成23年1月31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10月期第1四半期 637 6.5 83 14.7 82 14.5 46 11.5
22年10月期第1四半期 598 △1.8 72 171.4 72 168.1 41 157.6

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10月期第1四半期 1,509.44 1,459.34
22年10月期第1四半期 1,370.39 1,310.73

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10月期第1四半期 2,915 2,192 74.6 71,016.84
22年10月期 2,698 2,175 80.0 70,503.14

（参考） 自己資本   23年10月期第1四半期  2,173百万円 22年10月期  2,158百万円

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10月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00

23年10月期 ―

23年10月期 
（予想）

0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成23年10月期の業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

1,297 3.3 93 △51.8 91 △52.6 48 △54.3 1,568.06

通期 2,985 9.7 526 3.5 523 3.6 298 0.9 9,735.06



(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.4「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10月期1Q 30,611株 22年10月期  30,611株

② 期末自己株式数 23年10月期1Q  ―株 22年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期1Q 30,611株 22年10月期1Q  30,250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）3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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当第１四半期会計期間（平成22年11月１日～平成23年１月31日）におけるわが国経済は、新興国の経

済成長に支えられた輸出拡大等により、一部の業種では景気の持ち直し基調が見られたものの、欧米諸

国の景気減速懸念や、国内における厳しい雇用環境、円高・デフレ傾向の長期化等、景気の先行きはな

お不透明な状況にあります。 

こうした状況の下、当社の電子書籍サポート事業の中心である携帯電話市場においては、平成23年１

月末で高速データ通信が可能な第三世代携帯電話の契約加入台数が１億1,590万台（前年同月は１億691

万台、8.4％増）と、携帯電話総契約数１億1,758万台の98.6％に達する中、iPhoneやAndroid携帯電話

に代表されるスマートフォンの出荷台数が大幅に増加しており、消費者がモバイルインターネットを利

用する機会が拡大しております。（出所：社団法人電気通信事業者協会発表「携帯電話・PHS契約数」

より） 

このような経営環境の中、携帯電話でマンガを中心としたコンテンツの閲覧を可能にした総合電子書

籍ビューア「BS Reader」（旧「BookSurfing」）を導入するサイト数が、NTTドコモ、au（KDDI）、ソ

フトバンクの主要３キャリア合計1,120サイト（前年同月比13.9％増）となりました。また、携帯電話

で閲覧できるコンテンツのファイル数は、携帯電子書籍市場全体で758万ファイル以上（前年同月比

54.7％増）となっております。 

総合電子書籍ビューア「BS Reader」を軸として推進する電子書籍サポート事業につきましては、売

上高は484,591千円（前年同期比1.5％増）となりました。 

クリエイターをトータルに支援するクリエイターサポート事業につきましては、売上高は153,217千

円（前年同期比26.2％増）となりました。なお、イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」及びマン

ガ制作ソフトウェア「ComicStudio」等の販売は152,557千円（前年同期比46.4％増）、マルチメディア

コンテンツ受託制作業務は660千円（前年同期比96.2％減）となっております。 

上記に記載のとおり、第１四半期会計期間における総売上高は637,808千円（前年同期比6.5％増）と

なりました。利益面では、売上高が堅調に推移したこと、販売費及び一般管理費が低く推移したことに

より、第１四半期会計期間における営業利益は83,670千円（前年同期比14.7％増）、経常利益は82,575

千円（前年同期比14.5％増）、四半期純利益は46,205千円（前年同期11.5％増）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ217,125千円増加し2,915,189千円とな

りました。これは主として、売上債権の回収により売掛金が120,039千円減少したものの、現金及び預

金が252,292千円、ソフトウエア等の無形固定資産が62,389千円増加したことによります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ199,622千円増加し722,498千円となりました。これは主と

して、法人税等の納付により未払法人税等が99,451千円減少したものの長期借入金が306,456千円増加

したことによるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ17,502千円増加し2,192,690千円となりました。これは

主として、配当金の支払30,611千円があったものの、四半期純利益46,205千円を計上し利益剰余金が

15,594千円増加したことによるものであります。 

  

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

(2) 財政状態に関する定性的情報
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 ② キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、前事業年度末に比べ

251,392千円増加し、768,152千円となりました。 

 なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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、68,374千円（前年同四半期は169,871千円の獲得）となりました。

これは主として、法人税等の支払額130,977千円があったものの、税引前四半期純利益の計上80,357千

円、減価償却費93,334千円、売掛金の回収により売上債権の減少額120,039千円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、179,063千円（前年同四半期は129,874千円の使用）となりました。

これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産150,481千円の取得、関連会社株式14,000千円の取得

等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、362,081千円（前年同四半期は25,471千円の使用）となりました。

これは主として、配当金の支払による支出30,611千円があったものの長期借入金による収入400,000千

円があったことによるものであります。 

  

現時点において業績の見通しに重大な影響を与える要因が想定されないため、平成22年11月26日に発

表いたしました業績予想に変更はありません。  

（注）業績見通し等の将来に関する記述は、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、業況の変化等により、予想数値と異なる

可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 ①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

  

 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

 当事業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

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法としております。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当第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は、それぞれ316千円減少し、税

引前四半期純利益は2,850千円減少しております。  

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
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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１四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 823,042 570,749

売掛金 574,045 694,085

製品 10,509 18,506

原材料 38,722 34,373

貯蔵品 30,829 34,439

前渡金 19,784 20,451

前払費用 29,611 20,292

繰延税金資産 53,008 53,008

その他 15,900 7,576

貸倒引当金 △22,680 △22,995

流動資産合計 1,572,773 1,430,487

固定資産

有形固定資産

建物 54,837 54,837

減価償却累計額 △21,990 △20,450

建物（純額） 32,846 34,387

工具、器具及び備品 178,930 177,891

減価償却累計額 △153,205 △149,177

工具、器具及び備品（純額） 25,724 28,713

有形固定資産合計 58,571 63,101

無形固定資産

特許権 8,723 9,125

商標権 7,682 6,597

ソフトウエア 907,067 841,821

ソフトウエア仮勘定 154 3,096

その他 8,375 8,970

無形固定資産合計 932,002 869,612

投資その他の資産

投資有価証券 117,130 111,300

関係会社株式 89,772 75,772

敷金及び保証金 120,220 123,070

繰延税金資産 24,719 24,719

投資その他の資産合計 351,842 334,862

固定資産合計 1,342,416 1,267,576

資産合計 2,915,189 2,698,064
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成23年１月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 117,012 130,197

1年内返済予定の長期借入金 86,236 －

未払金 30,071 71,967

未払費用 48,553 80,439

未払法人税等 36,287 135,738

未払消費税等 12,719 15,313

前受金 13,865 14,819

預り金 11,855 17,805

返品調整引当金 3,392 3,756

流動負債合計 359,994 470,038

固定負債

長期借入金 306,456 －

退職給付引当金 56,048 52,838

固定負債合計 362,504 52,838

負債合計 722,498 522,876

純資産の部

株主資本

資本金 768,552 768,552

資本剰余金

資本準備金 520,149 520,149

資本剰余金合計 520,149 520,149

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 887,451 871,856

利益剰余金合計 887,451 871,856

株主資本合計 2,176,153 2,160,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,257 △2,387

評価・換算差額等合計 △2,257 △2,387

新株予約権 18,794 17,016

純資産合計 2,192,690 2,175,187

負債純資産合計 2,915,189 2,698,064
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 598,679 637,808

売上原価 336,983 373,605

売上総利益 261,696 264,202

返品調整引当金戻入額 10,486 3,756

返品調整引当金繰入額 6,058 3,392

差引売上総利益 266,125 264,566

販売費及び一般管理費 193,183 180,896

営業利益 72,941 83,670

営業外収益

受取利息 17 6

その他 0 1

営業外収益合計 18 7

営業外費用

支払利息 － 341

為替差損 215 117

株式交付費 110 －

特許権償却費 402 402

商標権償却費 137 240

営業外費用合計 865 1,101

経常利益 72,094 82,575

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 315

特別利益合計 － 315

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

特別損失合計 － 2,533

税引前四半期純利益 72,094 80,357

法人税等 30,640 34,152

四半期純利益 41,454 46,205
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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１四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31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 72,094 80,357

減価償却費 69,445 93,334

株式報酬費用 － 1,778

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,134 △315

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,428 △363

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,003 3,210

受取利息 △17 △6

支払利息 － 341

株式交付費 110 －

特許権償却費 402 402

商標権償却費 137 240

売上債権の増減額（△は増加） 185,735 120,039

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,865 7,258

仕入債務の増減額（△は減少） 8,618 △13,184

未払金の増減額（△は減少） 5,996 △34,953

前受金の増減額（△は減少） △62 △953

その他の資産の増減額（△は増加） △295 △16,835

その他の負債の増減額（△は減少） △18,989 △43,056

小計 327,750 199,828

利息の受取額 17 6

利息の支払額 － △482

法人税等の支払額 △157,896 △130,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 169,871 68,374

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 △900 △900

有形固定資産の取得による支出 △2,703 △7,981

無形固定資産の取得による支出 △124,371 △150,481

投資有価証券の取得による支出 △1,900 △5,700

関係会社株式の取得による支出 － △14,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,874 △179,063

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 － 400,000

長期借入金の返済による支出 － △7,308

株式の発行による収入 1,744 －

配当金の支払額 △27,216 △30,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,471 362,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,525 251,392

現金及び現金同等物の期首残高 392,539 516,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 407,065 768,152
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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