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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3月31日） 

(注)平成23年6月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年6月期第3四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記
載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注)平成23年6月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年6月期の数値については記載しておりません。  

(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6月期第3四半期 43,085 ― 21,345 ― 21,111 ― 12,551 ―
22年6月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第3四半期 55.08 51.71
22年6月期第3四半期 ― ―

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6月期第3四半期 46,418 32,172 69.2 140.35
22年6月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  23年6月期第3四半期  32,142百万円 22年6月期  ―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  
23年6月期の配当金につきましては、現在未定です。開示が可能になった時点で速やかにお知らせ致します。 

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
23年6月期 ― 0.00 ―
23年6月期 

（予想）
― ―

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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  
平成23年6月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率について記載しておりません。 

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
54,000 

～60,000
―

27,000 
～30,000

―
27,000 

～30,000
―

15,900 
～17,700

―
69.89 

～77.80



(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  無  
（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 
1．連結業績予想に関して 
上記の予想は、本資料の発表当時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により、実際の業績と異なる場合が
ありますのでご了承ください。 業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信(添付書類)３ページ「１.当四半期の連結業績等に関する定性的
情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 
2．配当予想金額に関して 
平成23年６月期の配当金額は未定でありますが、決定次第速やかに開示致します。 
 
3．株式分割について 
平成22年10月1日付で、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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6月期3Q 229,020,000株 22年6月期 45,424,000株
② 期末自己株式数 23年6月期3Q 2,110株 22年6月期 343株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期3Q 227,864,365株 22年6月期3Q 44,892,153株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 我が国のインターネット利用環境は、アクセス網の大容量化や低廉化を背景にモバイル及びＰＣ共になお発展段階にあ

ります。平成21年12月時点でインターネット利用者数は9,408万人、そのうちブロードバンド利用者数は7,225万人に達

し、全利用者のうち約77％が光回線またはＤＳＬ回線等の利用が可能であると言われております（総務省平成21年「通信

利用動向調査」）。また、モバイルインターネットに関しても成長著しく、平成23年3月時点で携帯電話契約数は１億

1,954万件、そのうち第三世代携帯電話契約数は１億1,830万件に達し、全端末のうち約99％は高速データ通信が可能な状

況と言われております（電気通信事業者協会発表）。加えて、パケット定額制に関しても、モバイルインターネットの利

用拡大及び携帯電話事業者による定額料の見直しに伴い、引き続き普及が進んでいると言われております。 

 このような事業環境の下、当社グループは主力のインターネットメディア事業の拡大に向け、その中核を成すモバイ

ル・ＰＣ向けＳＮＳ「ＧＲＥＥ」において、ユーザー数の拡大、収益基盤の確立・強化に取り組んで参りました。ユーザ

ー数の拡大に向けては、引き続き大手通信事業者との連携やＴＶ-ＣＭ放映等によるプロモーションに取り組みました。

その結果、平成23年3月末には「ＧＲＥＥ」のユーザー数がモバイル・ＰＣ合計で2,506万人に達しております。 

 収益基盤の確立・強化に向けては、釣りゲーム「釣り★スタ」、ペット育成ゲーム「踊り子 クリノッペ」、探検ゲー

ム「探検ドリランド」、ガーデニングゲーム「ハコニワ」及びモンスター育成バトルゲーム「モンプラ」、海賊バトルゲ

ーム「海賊王国コロンブス」といった、一部有償アイテム利用を伴うエンターテインメント性の高いソーシャルゲームに

おいて、新ゲームの戦国カードバトル「戦国キングダム」を投入するなど収益基盤の安定性向上を図りました。 

平成22年６月から開始した「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」をすべてのデベロッパーに開放したことにより、平成23年

３月末時点で約400社のデベロッパーから約800タイトルの多様なコンテンツが提供され、ユーザーのアクティビティの活

性化並びに一部有償アイテム等を通じた収益化に貢献しております。 

また、普及が進むスマートフォンへの対応を進めており、「ＧＲＥＥ」のｉＰｈｏｎｅ版、Ａｎｄｒｏｉｄ版をリリ

ースすると共に、「モンプラ」、「釣り★スタ」、「海賊王国コロンブス」の提供を開始しております。さらに、「ＧＲ

ＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏｒ Ｓｍａｒｔｐｈｏｎｅ」をすべてのデベロッパーに開放しており、平成23年３月末時点

で、約40社のデベロッパーから約45タイトルのコンテンツが提供されております。また、モバイル向けのアドネットワー

ク事業を開始しております。 

 サイト内の安全性及びサービスの健全性の維持に関する取り組みとしては、平成20年８月に一般社団法人モバイルコン

テンツ審査・運用監視機構（注）（以下「ＥＭＡ」といいます。）より、サイト運用管理体制に関する第三者認証を取得

して以来、ＥＭＡ基準以上の管理体制を維持し、継続的・定期的に実施されるＥＭＡの審査に通過しております。 

 更に、一層強固なパトロール体制の整備、青少年の保護・健全育成に向けた取り組みの強化などを継続的に実施し、ユ

ーザーによる安心かつ快適な利用環境の維持、並びにサービスの健全な発展に努めました。 

 以上の取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は43,085百万円、営業利益は21,345百万円、経常

利益は21,111百万円、四半期純利益は12,551百万円となっております。 

 なお、平成23年１月に株式会社アトランティスを子会社化したことに伴い、当第３四半期より四半期連結財務諸表を作

成しているため、前年同四半期との比較は行っておりません。 

   

 (注) モバイルコンテンツの健全な発展と違法・有害情報からの青少年保護を目的として、モバイルサイトの審査、認 

    定、運用監視等を行う第三者機関 
  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 財政状態  

 当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は46,418百万円となりました。うち流動資産は41,108百万

円、固定資産は5,309百万円であります。 

  流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金23,165百万円、売掛金12,656百万円であります。 

  固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産505百万円、無形固定資産1,682百万円、投資その他の資産

3,121百万円であります。 

 また、当第３四半期連結会期間末における負債合計は14,246百万円となりました。うち流動負債は14,240百万円、

固定負債は５百万円であります。 

 流動負債の主な内容といたしましては、未払金8,367百万円、未払法人税等4,781百万円であります。 

  企業の安定性を示す自己資本比率は、当第３四半期連結会計期間末は69.2％であります。また、支払い能力を示す

流動比率は当第３四半期連結会計期間末は288.7％となっております。 

 なお、当第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末残高との増減状況については記載

しておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等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３四半期連結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。）の残高は23,165百万円となり

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・フローの状況は次の通りであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、6,845百万円となりました。これは主に売上

増加に伴い税金等調整前四半期純利益21,217百万円の計上による増加要因があったこと、一方、主な減少要因として

売上債権の増加4,913百万円、法人税等の支払額10,861百万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）  

当第３四半期連結累計期間において投資活動により獲得した資金は、6,013百万円となりました。これは主に定期

預金の払戻しによる収入10,000百万円の増加要因があったこと、一方、主な減少要因は連結範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による支出1,530百万円、投資有価証券の取得による支出1,577百万円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）  

当第３四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、1,093百万円となりました。主な減少要因

は、配当金の支払による支出1,128百万円であります。 

  

  なお、当第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループをとりまく事業環境については、モバイルとＰＣにおける安価で快適なインターネット利用環境の整備や

スマートフォンの世界的な普及が見込まれることなどを背景に、ＳＮＳ利用者の裾野がますます拡大するものと思われま

す。当社は引き続きインターネットメディア事業に経営資源を重点的に配分し、当該事業の中核を成すＳＮＳ「ＧＲＥ

Ｅ」のメディア価値の最大化を目指し、ユーザー数の拡大及び収益基盤の確立・強化をグローバルに取り組んで参りま

す。また、設備投資や人員増強などをはじめ、経営基盤の強化にも積極的に取り組んで行く計画です。 

 ユーザー数の拡大に向けては、大手通信事業者との連携、多様なプロモーション手法を用いた広告宣伝活動の展開を積

極的に推進して参ります。同時に、収益基盤の確立・強化に向けては、ソーシャルゲームの新規投入やコンテンツの利用

拡大に向けた施策の展開及び月額課金メニューの拡充を推進することで、有料課金収入の拡大及び安定化を図ります。

「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」のオープン化により、多様なデベロッパーから様々なコンテンツが提供され、ユーザー

のアクティビティが活性化されるとともに、関連する売上も順調に成長しております。今後もユーザーの利用動向を注視

しながら、アクティビティ向上に資する各種コンテンツの提供及び機能の拡充を図ってまいります。 

 また、広告メディア収入については、景気低迷による広告市況悪化の影響等が見受けられるものの、サービス規模の順

調な成長に伴う広告媒体価値の向上を背景に、新規広告主の開拓を推進して参ります。 

さらに、ｉＰｈｏｎｅ版、Ａｎｄｒｏｉｄ版「ＧＲＥＥ」のリリースや「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏｒ Ｓｍａ

ｒｔｐｈｏｎｅ」のオープン化など、普及の進むスマートフォンへの対応も進めております。 

海外展開に向けては、平成23年１月に北米にて子会社を設立し、海外進出のさらなるスピードアップと本格展開を進

めております。 

一方、費用については、主に広告宣伝費、トラフィックの増加に伴うサーバー賃借料、有料課金収入の拡大に伴う支

払手数料、人件費の増加、サービスの拡充に伴う外注加工費の増加等を見込んでおります。 

以上により、第３四半期連結累計期間までの業績推移と今後の取り組みによる影響を考慮して、通期の売上高54,000

百万～60,000百万円、営業利益27,000百万円～30,000百万円、経常利益27,000百万円～30,000百万円、当期純利益15,900

百万円～17,700百万円を見込んでおります。なお、平成23年1月に株式会社アトランティスを子会社化したことに伴い、

当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますが、平成23年２月２日公表の通期予想数値に変更

はございません。また、当第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期比は記載しておりません。 
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（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 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

    ② 企業結合に関する会計基準等の適用 

    当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、 

   「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日、「『研究開発費等に係る会計基 

    準』の一部改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第 

      ７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分)、 

     「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26 

      日)を適用しております。  

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 23,165 

売掛金 12,656 

その他 5,526 

貸倒引当金 △239 

流動資産合計 41,108 

固定資産  

有形固定資産 505 

無形固定資産  

のれん 1,476 

その他 205 

無形固定資産合計 1,682 

投資その他の資産 3,121 

固定資産合計 5,309 

資産合計 46,418 

負債の部  

流動負債  

未払金 8,367 

未払法人税等 4,781 

賞与引当金 206 

その他 884 

流動負債合計 14,240 

固定負債  

その他 5 

固定負債合計 5 

負債合計 14,246 

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,134 

資本剰余金 2,131 

利益剰余金 27,745 

自己株式 △2 

株主資本合計 32,009 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 132 

評価・換算差額等合計 132 

少数株主持分 29 

純資産合計 32,172 

負債純資産合計 46,418 
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 43,085 

売上原価 3,454 

売上総利益 39,630 

販売費及び一般管理費 18,284 

営業利益 21,345 

営業外収益  

受取利息 11 

為替差益 44 

その他 4 

営業外収益合計 60 

営業外費用  

寄付金 288 

その他 7 

営業外費用合計 295 

経常利益 21,111 

特別利益  

投資有価証券売却益 98 

その他 8 

特別利益合計 106 

税金等調整前四半期純利益 21,217 

法人税、住民税及び事業税 9,061 

法人税等調整額 △399 

法人税等合計 8,662 

少数株主損益調整前四半期純利益 12,555 

少数株主利益 3 

四半期純利益 12,551 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成23年３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 21,217 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 

受取利息及び受取配当金 △11 

売上債権の増減額（△は増加） △4,913 

未収入金の増減額（△は増加） △2,940 

未払金の増減額（△は減少） 4,261 

その他 87 

小計 17,687 

利息及び配当金の受取額 18 

法人税等の支払額 △10,861 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,845 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 10,000 

有形固定資産の取得による支出 △496 

敷金の差入による支出 △597 

投資有価証券の取得による支出 △1,577 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △1,530 

その他 216 

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,013 

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 41 

配当金の支払額 △1,128 

その他 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,093 

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,810 

現金及び現金同等物の期首残高 11,354 

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,165 

グリー㈱ （3632） 平成23年６月期 第3四半期決算短信

-　7　-



 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは、インターネットメディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

(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。  

  

 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）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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米国ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ，Ｉｎｃ．の買収 

当社は、当社子会社であるＧＲＥＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．（本社：米国カリフォルニア州、代表

者：青柳直樹、以下「ＧＲＥＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」）を通じて、スマートフォン向けソーシャルゲームプラ

ットフォームを運営するＯｐｅｎＦｅｉｎｔ，Ｉｎｃ． (本社：米国カリフォルニア州、代表者：Ｊａｓｏｎ Ｃｉｔｒ

ｏｎ、以下「ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社」）の株式を100％取得し、子会社化する（以下「本件買収」）契約を平成23年４月

22日付で締結致しました。買収の目的、対象会社の概要等は以下のとおりであります。 

  

ア．買収の目的 

ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社は、ｉＯＳおよびＡｎｄｒｏｉｄ向けのゲームに、ランキングやアチーブメント、友人との

対戦機能やフォーラム/チャットなどのコミュニティ機能を追加できるソーシャルゲームプラットフォーム「Ｏｐｅｎ

Ｆｅｉｎｔ」を運営しております。 

今般の買収により、当社が提供するＳＮＳ「ＧＲＥＥ」と「ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ」合計で1億ユーザーを超える世界

最大級のモバイル端末向けソーシャルプラットフォームを構築し、スマートフォンを通じた国際展開を推進すべく、

ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社を買収することといたしました。 

  

イ．買収する会社の名称、事業内容、規模 

 名称：ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ，Ｉｎｃ． 

 代表者：Ｊａｓｏｎ Ｃｉｔｒｏｎ 

 所在地：米国 カリフォルニア州 

 設立：平成20年８月 

 主な事業内容：スマートフォン向けソーシャルゲームプラットフォーム「ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ」の運営 

 決算日：12月31日 

 資本金（平成22年12月31日現在）：679米ドル（約55,678円）* 

 総資産（平成22年12月31日現在）：4,166千米ドル（約342百万円）* 

 売上高（平成22年12月期）：282千米ドル（約23百万円）* 

 * 米ドル・日本円の為替レートを便宜上１米ドル＝82円として計算しております。 

  

ウ．企業結合日 

 平成23年４月22日 

  

エ．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

  取得株式数：7,231,199株 (注１) 

  議決権の数：7,231,199個 

  発行済株式総数に対する割合：100％ 

  取得価額：約104百万米ドル（約85.3億円）*(注２) 

  * 米ドル・日本円の為替レートを便宜上１米ドル＝82円として計算しております。 

   

（注１） 合併に際し取得したＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社の新株式の数を記載しております。なお、ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社の

既存株主等が保有している株式等の数は以下のとおりです。 

普 通 株 式   ：2,548,478株 

第一種優先株式   ：1,200,000株 

第二種優先株式   ：1,105,952株 

第三種優先株式   ：2,040,891株 

ワラント      ：  18,245個 

権利確定後オプション： 317,633個 

権利確定前オプション：  471,167個     

合     計   ：7,702,366株 

（注２） 本件買収におけるＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社の既存株主等に対しての買収対価(権利確定前オプションの取得見込

額を含む)となります。  

（７）重要な後発事象
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オ．買収の方法 

 本件買収は、当社の100％子会社であるＧＲＥＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌが新たに米国に設立した買収子会社

とＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社が合併するスキームを採用しております。当社は、本件買収に先立ち、ＧＲＥＥ Ｉｎｔｅ

ｒｎａｔｉｏｎａｌの増資を引き受けることにより、ＧＲＥＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌに対して買収資金を拠

出します。本件買収に際しては、存続会社となるＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社の既存株主、ワラント保有者及びオプション

保有者(既存株主等)に対して買収対価として現金を支払います。これに伴いＧＲＥＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

は、買収に際し、消滅する買収子会社の株式に代えて、ＯｐｅｎＦｅｉｎｔ社の新株式を取得します。 

  

カ．支払資金の調達 

  全額手元資金にてまかなっております。 
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   当第３四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末及び前第３四半期累計期間の個

別財務諸表を参考資料として記載しております。 

(1) 貸借対照表 

４．(参考)前事業年度に係る個別財務諸表

  
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 
（平成22年６月30日） 

  金額（百万円） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  21,354

売掛金  7,682

その他  2,118

貸倒引当金  △251

流動資産合計  30,903

固定資産   

有形固定資産  150

無形固定資産  151

投資その他の資産  965

固定資産合計  1,267

資産合計  32,170

負債の部   

流動資産   

未払金  4,058

未払法人税等  6,617

本社移転費用引当金  147

その他  794

流動負債合計  11,617

負債合計  11,617

純資産の部   

株主資本   

資本金  2,113

資本剰余金  2,111

利益剰余金  16,330

自己株式  △1

株主資本合計  20,552

純資産合計  20,552

負債純資産合計  32,170
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(2) 四半期損益計算書 

  

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年３月31日） 

  金額（百万円） 

売上高  24,291

売上原価  1,731

売上総利益  22,559

販売費及び一般管理費  8,276

営業利益  14,283

営業外収益   

受取利息  4

還付消費税等  2

その他  1

営業外収益合計  7

営業外費用   

為替差損  0

営業外費用合計  0

経常利益  14,291

特別損失   

本社移転費用  135

特別損失合計  135

税引前四半期純利益  14,156

法人税、住民税及び事業税  6,124

法人税等調整額  △360

法人税等合計  5,764

四半期純利益  8,391
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年３月31日） 

  金額（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  14,156

貸倒引当金の増減額（△は減少）  57

本社移転費用引当金の増減額（△は減

少） 
 103

受取利息  △4

売上債権の増減額（△は増加）  △2,999

未払金の増減額（△は減少）  840

その他  △98

小計  12,055

利息及び配当金の受取額  4

法人税等の支払額  △6,165

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,894

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  △10,000

有形固定資産の取得による支出  △81

敷金の差入による支出  △430

その他  △46

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,558

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △111

その他  21

財務活動によるキャッシュ・フロー  △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △4,754

現金及び現金同等物の期首残高  10,594

現金及び現金同等物の四半期末残高  5,840
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