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1.  平成24年5月期第1四半期の業績（平成23年6月1日～平成23年8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 ％

24年5月期第1四半期 685 4.3 24 △67.4 17 △75.8 5 △90.2
23年5月期第1四半期 657 11.7 74 ― 72 ― 53 ―

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5月期第1四半期 253.54 252.08
23年5月期第1四半期 2,592.81 2,569.44

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 2,210 1,606 72.2
23年5月期 2,177 1,423 65.0
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  1,596百万円 23年5月期  1,414百万円

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  
 

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年5月期の業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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) 1,400 △5.4 10 △96.1 5 △98.0 0 △100.0 0.00
通期 3,300 8.0 310 △40.6 300 △41.4 180 △58.6 8,756.14



(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   ：  有
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5月期1Q 22,205 株 23年5月期 21,027 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 470 株 23年5月期 470 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 20,660 株 23年5月期1Q 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、添付資料３ページ「(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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当第１四半期累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

る直接的な被害に加え、原子力発電所事故に起因した電力供給不足など懸念すべき問題も多く、先行き

不透明な状況が継続しております。 

 このような環境の中、当社の属するオンラインエンターテインメント業界におきましては、国内のイ

ンターネット利用状況が、携帯電話、PCによるブロードバンド接続とも引き続き普及が進んでおり、特

に、携帯電話契約者数は、１億2,244万契約（平成23年８月末現在）と安定的に拡大しているのに加

え、スマートフォン（高機能携帯電話）の普及やソーシャルメディアの認知度向上などにより、業界全

体が急成長するなど、存在感を増してまいりました。 

 当社におきましては、国内 大級のソーシャルネットワークサービスを運営するグリー株式会社と資

本・業務提携を行い、一層の事業推進体制を構築するとともに、スマートフォン対応アプリや海外市場

を視野に入れたアプリの研究開発と開発体制の強化を積極的に行ってまいりました。 

  

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高685百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益24

百万円（前年同期比67.4％減）、経常利益17百万円（前年同期比75.8％減）、四半期純利益５百万円

（前年同期比90.2％減）となりました。 

  

セグメントにつきましては、従来「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し

たが、当第１四半期会計期間に事業の集約化、経営の効率化を目的とした組織変更が行われた為、報告

セグメントを「インタラクティブ事業」「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント事業」に変更して

おります。 

  

以下に記載のセグメント業績の前年同期比は、変更後のセグメント区分で組み替えた前年同期実績を

基に算出しております。 

  

 各セグメントの進捗については、以下のとおりです。 

  

≪インタラクティブ事業≫ 

インタラクティブ事業におきましては、SNS向けソーシャルアプリの開発・運営、米アップル社の

iPhone／iPad／iPod touch向け等スマートフォン向けのアプリ販売、オンラインゲーム運営、携帯キャ

リア公式サイト運営など、携帯電話・スマートフォン・ＰＣ向けを中心としたオンライン上のコンテン

ツ配信を行っており、当第１四半期累計期間においては、グリー株式会社の「GREE」、株式会社ディ

ー・エヌ・エーの「Mobage（モバゲー）」、株式会社ミクシィの「mixi」に提供しておりますSNS向け

ソーシャルゲームの「しろつく」やオンラインゲーム「真・女神転生IMAGINE」においてユーザーの嗜

好を反映した各種アイテムの投入や、キャンペーンを行ってまいりました。 

以上の結果、当事業における売上高は636百万円（前年同期比7.9%増）、セグメント利益は146百万円

（前年同期比7.1%減）となりました。 

１．当四半期決算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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≪コンシューマー事業≫ 

コンシューマー事業におきましては、主に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、それに関連するスマートフォン向けのゲーム開発などを行ってお

り、当第１四半期累計期間においては、新規タイトルの研究開発に注力してまいりました。 

以上の結果、当事業における売上高は７百万円（前年同期比75.0%減）、セグメント損失は19百万円

（前事業年度は４百万円のセグメント利益）となりました。 

  

≪ライツ＆イベント事業≫ 

ライツ＆イベント事業におきましては、主に当社が有する著作権や版権を販売会社に権利使用許諾す

ることなどでキャラクターグッズの販売及びそれに付随する事業を行っており、当第１四半期累計期間

においては、主に「しろつく」に登場する戦国武将を題材としたトレーディングカードの展開や、地域

活性化をテーマとしたイベント「しろつく祭り 300万人の夏の陣 in 秋葉原」を開催し、初日で延べ

18,000名以上を協賛店舗へ送客するなど当社が有する版権の認知度向上に努めてまいりました。 

以上の結果、当事業における売上高は42百万円（前年同期比9.0%増）、セグメント損失は２百万円

（前事業年度は11百万円のセグメント利益）となりました。  

  

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33百万円増加し2,210百万円となりました。これは、受取手形及び

売掛金57百万円の減少、現金及び預金62百万円、仕掛品21百万円の増加等により、流動資産が13百万円

増加したことと、ソフトウエア仮勘定14百万円の増加等により、固定資産が19百万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149百万円減少し603百万円となりました。これは、長期借入金（１年

内返済予定の長期借入金含む）138百万円、未払費用22百万円等が減少したこと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183百万円増加し1,606百万円となりました。これは、主に第三者割

当増資により資本金88百万円、資本剰余金88百万円増加したことによるものであります。 

  

業績予想につきましては、スマートフォンなど新たなゲームプラットフォーム向けへの先行投資を特

に上期において積極的に行うこと、また、当期第2四半期における新規タイトルの業績に与える影響が

不透明であることから、現時点では平成23年７月14日に公表いたしました第２四半期累計期間（中間

期）及び通期の業績予想の修正はございません。 

  

（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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該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益の金額は、2,566円59銭です。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

㈱ケイブ（３７６０）平成24年５月期　第１四半期決算短信（非連結）

―  4  ―



４．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,234,592 1,297,002

受取手形及び売掛金 400,459 342,592

商品及び製品 34,320 36,067

仕掛品 21,696 43,543

原材料及び貯蔵品 1,221 1,203

前渡金 1,050 7,171

前払費用 19,167 21,151

未収入金 268,545 246,048

その他 886 871

貸倒引当金 △55,560 △55,297

流動資産合計 1,926,380 1,940,355

固定資産

有形固定資産

建物 55,273 55,273

減価償却累計額 △28,423 △29,409

建物（純額） 26,849 25,863

工具、器具及び備品 195,916 196,975

減価償却累計額 △169,109 △170,600

工具、器具及び備品（純額） 26,807 26,374

有形固定資産合計 53,657 52,238

無形固定資産

商標権 3,576 4,110

ソフトウエア 71,532 78,278

ソフトウエア仮勘定 22,746 37,021

その他 630 630

無形固定資産合計 98,485 120,042

投資その他の資産

投資有価証券 20,169 20,138

関係会社株式 7,804 7,804

出資金 836 836

敷金 67,936 67,296

差入保証金 1,930 1,930

投資その他の資産合計 98,676 98,004

固定資産合計 250,819 270,285

資産合計 2,177,199 2,210,640
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,154 8,725

1年内返済予定の長期借入金 290,964 203,364

未払金 85,499 123,941

未払費用 106,926 84,126

未払法人税等 6,199 2,971

未払消費税等 31,297 10,222

前受金 49,906 48,003

預り金 7,628 7,197

未払配当金 2,060 1,016

流動負債合計 588,638 489,567

固定負債

長期借入金 165,154 114,388

固定負債合計 165,154 114,388

負債合計 753,792 603,955

純資産の部

株主資本

資本金 785,527 873,792

資本剰余金

資本準備金 729,167 817,431

資本剰余金 729,167 817,431

利益剰余金

利益準備金 870 870

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △63,587 △58,349

利益剰余金 △52,717 △47,479

自己株式 △46,876 △46,876

株主資本合計 1,415,099 1,596,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △299 △330

評価・換算差額等合計 △299 △330

新株予約権 8,607 10,149

純資産合計 1,423,407 1,606,685

負債純資産合計 2,177,199 2,210,640
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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６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 657,437 685,988

売上原価 271,731 260,035

売上総利益 385,706 425,953

販売費及び一般管理費

回収費 121,194 152,429

貸倒引当金繰入額 1,680 1,511

広告宣伝費及び販売促進費 32,326 28,440

役員報酬 21,450 26,160

給料及び手当 21,468 34,861

研究開発費 40,667 74,276

地代家賃 5,172 6,813

運賃 463 415

支払手数料 11,976 7,317

その他 54,474 69,299

販売費及び一般管理費合計 310,873 401,524

営業利益 74,833 24,428

営業外収益

受取利息 83 96

法人税等還付加算金 8 －

業務受託手数料 180 180

受取手数料 － 697

為替差益 － 234

その他 1,080 940

営業外収益合計 1,352 2,149

営業外費用

支払利息 3,275 2,015

為替差損 168 －

株式交付費 － 6,918

その他 － 47

営業外費用合計 3,444 8,981

経常利益 72,742 17,596

特別利益

関係会社株式売却益 1,500 －

特別利益合計 1,500 －

特別損失

事業整理損 9,215 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,050 －

減損損失 － 11,683

特別損失合計 20,266 11,683

税引前四半期純利益 53,975 5,913

法人税、住民税及び事業税 675 675

法人税等合計 675 675

四半期純利益 53,300 5,238
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ．前第１四半期累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日) 

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 

 
（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開発研究費

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△90,325千円は、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。 

  

Ⅱ．当第１四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日) 

１．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 

 
（注）１. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△99,745千円は、主に管理部門に係る人件費および経費

であります。 

 ２. 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

その他 

（注）１

調整額 

（注）２

四半期 

損益計算

書 

計上額 

（注）３

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
計

売上高

外部顧客への売上高 179,231 152,318 258,684 67,202 657,437 ─ ─ 657,437

セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 179,231 152,318 258,684 67,202 657,437 ─ ─ 657,437

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

42,684 56,709 57,959 17,285 174,639 △9,480 △90,325 74,833

（単位：千円）

報告セグメント
調整額 

（注）１

四半期 

損益計算書 

計上額 

（注）２

インタラク 

ティブ事業

コンシューマー

事業

ライツ＆ 

イベント事業
計

売上高

外部顧客への売上高 636,347 7,277 42,363 685,988 ─ 685,988

セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 636,347 7,277 42,363 685,988 ─ 685,988

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

146,669 △19,853 △2,641 124,174 △99,745 24,428
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社は従来「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したが、当第１四半

期会計期間に事業の集約化、経営の効率化を目的とした組織変更が行われた為、報告セグメントを

「インタラクティブ事業」「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント事業」に変更しております。

 変更後の事業区分による前第１四半期累計期間のセグメント情報は、以下のとおりであります。 

 
（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開発研究費

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△90,325千円は、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。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「インタラクティブ事業」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

るコンテンツについては、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間においては11,683千円であります。 

  

当社は、平成23年８月24日を払込期日とする第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第１

四半期会計期間において資本金が88,265千円、資本準備金が88,264千円増加し、当第１四半期会計期間

末において資本金が873,792千円、資本剰余金が817,431千円となっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１

調整額 

（注）２

四半期 

損益計算書 

計上額 

（注）３

インタラク 

ティブ事業

コンシュー

マー事業

ライツ＆  

イベント事業
計

売上高

外部顧客への売上高 589,511 29,078 38,848 657,437 ─ ─ 657,437

セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 589,511 29,078 38,848 657,437 ─ ─ 657,437

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

157,933 4,976 11,729 174,639 △9,480 △90,325 74,833

（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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