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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,082 11.8 59 △5.2 66 1.5 40 4.3
23年3月期第1四半期 968 ― 62 ― 65 ― 38 ―

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

24年3月期第1四半期 31.12 30.73
23年3月期第1四半期 31.62 30.63

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,655 1,788 67.4
23年3月期 2,657 1,778 66.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,788百万円 23年3月期  1,778百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
※当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予測額は未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 2,192 10.1 81 △41.5 97 △33.9 57 △33.9 44.89
通期 4,556 12.9 201 △26.7 234 △26.3 138 △26.7 107.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 1,290,860 株 23年3月期 1,290,860 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 12,600 株 23年3月期 100 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 1,286,175 株 23年3月期1Q 1,213,343 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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、添付資
料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災の被害から生産設備の復旧やサプライチェーンの

回復にともなって、企業の生産活動の回復傾向が鮮明となり始めています。しかし所得や雇用環境は低迷が長期

化しており、消費活動は停滞が続いております。 

当社を取り巻く事業環境は、電子書籍閲覧を意識したスマートフォンやタブレット端末などが発売され、電子

書籍の閲覧環境が向上し、電子書籍に実際に触れることの出来る機会が増えました。また、関連業界大手も昨年

より電子書籍サービスを開始しており、業界規模の拡大が期待されております。 

なお、株式会社インプレスＲ＆Ｄの発表によりますと、平成22年度の電子書籍の市場規模650億円、成長率は

前年度比13.2％増であったと推計されております。 

平成23年度の閲覧端末の状況としては、携帯電話出荷台数は前年度比7.6％増の4,050万台と堅調な伸びが予測

されております。一方、スマートフォンの出荷台数は前年度の855万台から1,986万台へと2.3倍の増加が予測さ

れています（出典：株式会社ＭＭ総研 [東京・港]）。 

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。また、夏場に予測される電力不足対応としてサーバーを発電設備のある

複数の外部データセンターに分散移設し、リスクの低減を図っています。 

この結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高は1,082百万円（前年同期比11.8％増）、営業利益は

59百万円（前年同期比5.2％減）、経常利益は66百万円（前年同期比1.5％増）、四半期純利益は40百万円（前年

同期比4.3％増）となりました。 

当社の事業は電子書籍事業のみであり、事務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１四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検討等によるユーザ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、スマートフォンなど新規端末も対象とした広告の選定、携帯電話からスマート

フォンに切換えたユーザーの取込み施策等、購買に結びつく集客に注力しました。またキャンペーンによるポイ

ント付与施策、Twitter®、Facebook®を活用してのＰＲ企画も継続して行っております。 

プレイス戦略としては、「電子貸本Renta!」のページ改良を行う等、ユーザーがよりコンテンツを探しやすく

使いやすいサイト構築を目指しました。 

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。また、「電子貸本Renta!」ではオーディオブックや動く絵本など音声や動きを取り入れ

た電子書籍の配信を開始しております。なお、平成23年６月末現在における掲載冊数の合計は232,859冊（コミ

ック31,540冊、小説・ノンフィクション35,142冊、写真集24,141冊、その他142,036冊）となっており、当第１

四半期累計期間における販売冊数の合計は2,741,836冊（コミック2,086,997冊、小説・ノンフィクション

541,316冊、写真集61,366冊、その他52,157冊）となりました。 

この結果、当第１四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1,062百万円（前年同期比

12.2％増）となりました。 

②提携店を通じた電子書籍販売 

当社で開発した「eBookBank」電子書籍販売支援システムを用いて、他社ＰＣ・携帯電話のＥＣサイトで委託

販売を行う等、当社と提携する店舗を通じた電子書籍販売について計上しております。 

この結果、当第１四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18百万円（前年同期比

8.7％減）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等を

計上しております。 

この結果、当第１四半期累計期間におけるその他の売上高は１百万円（前年同期比20.8％増）となりました。

 （注）「Twitter®」は、Twitter,Inc.の商標です。 

    「Facebook®」は、Facebook,Inc.の商標です。 

  

（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66百万円（2.7％）減少し、2,383百万円となりました。 

主な増減内容として、版元への著作権料支払の増加に伴い支払代行業者への差入保証金が増加したこと、法人

税等を納付したこと等により現金及び預金が66百万円減少、また、自己株式の取得により証券会社への預け金が

減少しています。売掛金は36百万円増加しております。 

固定資産は、前事業年度末と比べて64百万円（31.0％）増加し、271百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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主な増減内容として、著作権料の支払代行業者への差入保証金等の発生により、投資その他の資産が65百万円

増加しています。 

なお、当第１四半期累計期間において、重要な設備の新設および除却はありません。 

この結果、資産合計は、前事業年度末に比べて２百万円（0.1％）減少し、2,655百万円となりました。 

（負債の部の分析） 

流動負債は、前事業年度末と比べて、12百万円（1.4％）減少し、866百万円となりました。 

主な増減内容として、買掛金が13百万円増加し、広告宣伝費の発生金額の増加等により未払金が16百万円増加

しております。また、未払法人税等は42百万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12百万円（1.4％）減少し、866百万円となりました。 

（純資産の部の分析） 

純資産合計は、前事業年度末と比べて、９百万円（0.5％）増加し、1,788百万円となりました。 

主な増減内容として、四半期純利益40百万円の獲得と、自己株式の取得による株主資本の減少30百万円を計上

しております。 

この結果、自己資本比率は67.4％（前事業年度末は66.9％）となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、概ね通期予想数値の通り推移しており、売上高は4,556百万円、

営業利益は201百万円、経常利益は234百万円、当期純利益は138百万円を予想しております。 

これは、平成23年５月13日の決算短信で公表いたしました業績予想と変更はありません。 

また上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,492,571 1,425,595

売掛金 802,465 838,563

有価証券 26,881 26,886

コンテンツ資産 881 157

その他 131,534 95,822

貸倒引当金 △3,920 △3,513

流動資産合計 2,450,412 2,383,512

固定資産   

有形固定資産 8,824 8,328

無形固定資産 1,787 1,517

投資その他の資産 196,715 261,854

固定資産合計 207,327 271,700

資産合計 2,657,740 2,655,212

負債の部   

流動負債   

買掛金 441,539 454,708

未払金 213,055 229,512

未払法人税等 64,851 22,583

賞与引当金 13,526 7,124

その他 145,971 152,772

流動負債合計 878,944 866,701

負債合計 878,944 866,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 414,462 414,462

資本剰余金 189,389 189,389

利益剰余金 1,175,208 1,215,239

自己株式 △283 △30,590

株主資本合計 1,778,777 1,788,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 9

評価・換算差額等合計 18 9

純資産合計 1,778,795 1,788,510

負債純資産合計 2,657,740 2,655,212
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 968,901 1,082,769

売上原価 434,174 474,093

売上総利益 534,727 608,676

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 222,347 292,803

代金回収手数料 118,896 125,197

貸倒引当金繰入額 1,867 3,513

賞与引当金繰入額 3,470 3,958

その他 125,442 123,746

販売費及び一般管理費合計 472,024 549,220

営業利益 62,703 59,456

営業外収益   

受取利息 42 27

退会者未使用課金収益 6,878 7,275

その他 14 －

営業外収益合計 6,935 7,303

営業外費用   

為替差損 20 7

株式交付費 4,130 －

自己株式取得費用 － 255

営業外費用合計 4,151 263

経常利益 65,487 66,496

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 63,666 66,496

法人税、住民税及び事業税 18,535 21,718

法人税等調整額 6,767 4,747

法人税等合計 25,303 26,465

四半期純利益 38,362 40,030
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 該当事項はありません。  

  

前第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成23

年４月１日 至 平成23年６月30日）  

当社は、電子書籍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。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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