
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

 

   

 
  

 
（注） 当社は、平成23年１月期第３四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年１月期第３ 
    四半期の記載及び平成24年１月期第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 
  

   

 

 
（注） 平成23年８月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。詳細については、「（ご参  
        考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 1.当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

2.平成24年１月期の業績予想の１株当たり当期純利益は公募株式数（200,000株）を含めた予定期中平均発行済

株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資分（最大30,000株）を含

めた予定期中平均発行済株式数により算出しております。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年１月期第３四半期の業績（平成23年２月１日～平成23年10月31日）

 (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１月期第３四半期 1,515 ― 258 ― 244 ― 243 ―

23年１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

24年１月期第３四半期 44. 98 42. 28

23年１月期第３四半期 ― ―

 (2) 財政状態

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

24年１月期第３四半期 1,119 603 53.9 308. 27

23年１月期 616 305 49.5 16,441. 45

(参考) 自己資本 24年１月期第３四半期 603百万円 23年１月期 305百万円

2. 配当の状況

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１月期 ― 0. 00 ― 0. 00 0. 00

 24年１月期 ― 0. 00 ―

 24年１月期(予想) 0. 00 0. 00

3. 平成24年１月期の業績予想（平成23年２月１日～平成24年１月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 1,988 66.6 231 142.9 200 109.6 199 111.6 107. 31



  

 
(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。 

 
(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） 

 
（注）平成23年８月30日付で、普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。詳細については、「（ご参考） 

      株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正をご覧ください。   

  

 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ますが、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お

りません。 

  

 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 

理的であると判断される一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要素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]Ｐ．４「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．５ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 24年１月期第3四半期 2,056,200株 23年１月期 18,562株

② 期末自己株式数 24年１月期第3四半期 100,000株 23年１月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期第3四半期 1,814,075株 23年１月期第3四半期 ―株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

当社は、平成23年８月30日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事

業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は及び当事業年度の開始の日に行われたと仮

定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであります。 

  

  (1)１株当たり四半期純利益 

 
  

  (2)１株当たり純資産 

 
  

  (3)１株当たり配当金 

 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正

１株当たり四半期純利益

円 銭

平成24年１月期第３四半期 44.98

１株当たり純資産

円 銭

平成24年１月期第３四半期 308.27

平成23年１月期 164.41

１株当たり配当金

期末 合計

円 銭 円 銭

平成23年１月期 ― ―

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年１月期第3四半期 2,056,200株 23年１月期 1,856,200株

② 期末自己株式数 24年１月期第3四半期 100,000株 23年１月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期第3四半期 1,814,075株 23年１月期第3四半期 ―株
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当第３四半累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から持ち直しにある中

で、欧州の財政問題の長期化や米国景気の減速懸念から、先行き不透明感が増す状況で推移いたしました。

電子書籍を取り巻く環境としては、スマートフォンの平成23年度上期の出荷台数が前年比4.5倍の1,004万

台となり、フィーチャーフォンを含めた総出荷台数2,028万台のうちの49.5％を占める結果となり、スマー

トフォンの利用者が引き続き堅調に推移しました。（株式会社ＭＭ総研調べ）このようなフィーチャーフォ

ンからスマートフォンへの急速な変化に伴い、メーカー、キャリア、コンテンツプロバイダー各社において

も拡大するプラットフォームに対して積極的に資源を投下しており、電子書籍市場全体の拡大が期待されて

おります。 

当社におきましても、このような環境の変化の中、iOS、Android OSを搭載したスマートフォンにおいて

閲覧できる作品数の拡大に努め、平成23年10月末にはラインナップの約93％が端末に左右されずに閲覧が可

能な環境を整えて参りました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間においては、売上高は1,515,061千円、営業利益258,338千円、経常利

益244,448千円、四半期純利益は243,604千円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

①電子書籍配信 

当第３四半期累計期間においては、引き続きコミックを中心とした品揃えの強化を行い、平成23年10月末

時点の電子書籍取り扱い数は、平成24年１月期第２四半期末から2,910冊増加の累計52,040冊となり、５万

冊を超えるラインナップとなりました。（内訳：男性漫画25,830冊、女性漫画16,830冊、総合図書5,620

冊、その他3,760冊） 当第３四半期累計期間は、大手出版社主導で当社が協力する形で実施した「講談社

スタート！ 夏☆電書」キャンペーンが好調に推移したこと、映像化された主力作品を相次いでリリースし

たことにより、それらの原作の売上が伸張したこと、女性利用者の増加を受けた少女漫画の販促キャンペー

ンを実施したこと、などが奏功し、売上増を図ることができました。 

新規登録会員を獲得するための施策として、他社の扱っていない有力コンテンツの拡充に努めるととも

に、主力スマートフォンメーカーや大手スマートフォンショップとの協業で電子書籍閲覧ソフトを頒布し、

各種販売促進活動を実施しました。また、大手家電量販店や主要IT情報サイトと共同でプロモーションを実

施し、当社サイトの認知度向上および利用者の増加を企図しました。 

使いやすさの改善にも引き続き取り組み、平成23年10月にはスマートフォンやタブレット、PCの決済手段

として、新たに「auかんたん決済」を導入しました。コンテンツ代金を回線料に上乗せして支払える仕組み

により、ユーザーの利便性の向上を図っています。 

以上の結果から、当第３四半期累計期間の売上高は、1,399,155千円となりました。 

②電子書籍提供 

主力作品の提供及び各種キャンペーンにより、当第３四半期累計期間の売上高は、109,353千円となりま

した。 

③その他の事業 

イーブック図書券の販売や電子化の受託等により、当第３四半期累計期間の売上高は、6,552千円となり

ました。 

  

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
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① 資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して503,068千円増加し、1,119,698千円となり

ました。主として売上の増加および東京証券取引所マザーズ市場上場に伴う有償一般募集増資等に伴い、現

金及び預金が460,858千円、および売上債権が42,839千円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して205,225千円増加し、516,669千円となり

ました。その主な要因は、売上増加に伴い版権使用料等の買掛金が204,749千円増加したこと、一方で、ポ

イントの使用額が増加したことによりポイント引当金が13,344千円減少したことにより22,720千円となった

ことによります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は前事業年度末に比べ297,842千円増加し、603,029千円と

なりました。これは、四半期純利益243,604千円を計上したことにより利益剰余金が増加したことによるも

の、東京証券取引所マザーズ市場上場に伴う有償一般募集増資による資本金及び資本剰余金の増加139,840

千円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、819,091千円となりま

した。 

また、当第３四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主な要因は、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）  

当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は442,109千円となりました。主な資金増加

要因としては、売上の伸長による税引前四半期純利益の計上244,448千円及び仕入債務の増加額204,749千円

によるものであります。これに対して、主な資金減少要因としては、売上債権の増加額42,839千円によるも

のであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は12,913千円となりました。これは主にサー

バーやスキャナー等の有形固定資産の取得による支出が4,286千円、Android及びiPhone版リーダーの追加開

発等により無形固定資産の取得による支出が8,627千円発生し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３四半期累計期間において財務活動により獲得した資金は、31,663千円となりました。主な資金増加

要因としては、東京証券取引所マザーズ市場上場に伴う有償一般募集増資等による調達額139,840千円、資

金減少要因としては、自己株式1,000株を85,602千円で取得したほか、株式の発行による支出13,960千円に

よるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、平成24年１月期第２四半期に引き続き、当第３四半期も、電子書籍販売サ

イト「eBookJapan」におけるスマートフォン、タブレット端末向けの販売が増加し、電子書籍配信事業が好

調に推移しました。この結果、当第３四半期累計期間の当期利益実績が、平成23年10月28日に開示いたしま

した「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」で発表した通期の予想を上回る

結果となっておりますが、今回通期の予想を変更しておりません。これは、第４四半期の11月において、上

場記念としてお客様への感謝を込めて大幅にポイントをお付けするキャンペーンを実施したことに伴うポイ

ント引当金繰入額の増加、販売促進のための広告宣伝費の増加などの影響を織り込んでいるためです。 

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、業況等の変化により上記予想数値と異なる場合があります。 

 (3) 業績予想に関する定性的情報
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 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、事業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。 

  

 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、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ72千円減少しておりま  

す。また当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は361千円であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期会計期間末
(平成23年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 819,091 358,232

売掛金 249,191 206,351

仕掛品 1,593 1,765

貯蔵品 358 429

その他 2,607 3,493

流動資産合計 1,072,843 570,272

固定資産

有形固定資産 10,672 9,939

無形固定資産 31,768 31,936

投資その他の資産 4,413 4,481

固定資産合計 46,854 46,357

資産合計 1,119,698 616,630

負債の部

流動負債

買掛金 409,735 204,986

1年内返済予定の長期借入金 － 3,324

未払法人税等 4,727 －

ポイント引当金 22,720 36,064

賞与引当金 11,913 －

その他 67,077 61,777

流動負債合計 516,173 306,153

固定負債

長期借入金 － 5,291

資産除去債務 365 －

その他 130 －

固定負債合計 496 5,291

負債合計 516,669 311,444

純資産の部

株主資本

資本金 169,920 100,000

資本剰余金

資本準備金 69,920 －

その他資本剰余金 111,011 111,011

資本剰余金合計 180,931 111,011

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 337,779 94,174

利益剰余金合計 337,779 94,174

自己株式 △85,602 －

株主資本合計 603,029 305,186

純資産合計 603,029 305,186

負債純資産合計 1,119,698 616,630
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年10月31日)

売上高 1,515,061

売上原価 776,309

売上総利益 738,752

販売費及び一般管理費 480,414

営業利益 258,338

営業外収益

受取利息 3

不要書籍売却益 83

還付加算金 53

その他 3

営業外収益合計 143

営業外費用

支払利息 72

株式公開費用 9,039

株式交付費 4,921

営業外費用合計 14,032

経常利益 244,448

税引前四半期純利益 244,448

法人税、住民税及び事業税 713

法人税等調整額 130

法人税等合計 844

四半期純利益 243,604
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年８月１日
至 平成23年10月31日)

売上高 577,612

売上原価 300,252

売上総利益 277,359

販売費及び一般管理費 183,795

営業利益 93,563

営業外収益

受取利息 1

不要書籍売却益 30

営業外収益合計 32

営業外費用

支払利息 14

株式公開費用 9,039

株式交付費 4,921

営業外費用合計 13,974

経常利益 79,621

税引前四半期純利益 79,621

法人税、住民税及び事業税 237

法人税等合計 237

四半期純利益 79,383
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年10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 244,448

減価償却費 10,558

ポイント引当金の増減額（△は減少） △13,344

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,913

受取利息 △3

支払利息 72

株式公開費用 9,039

株式交付費 4,921

売上債権の増減額（△は増加） △42,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 242

仕入債務の増減額（△は減少） 204,749

その他の資産・負債の増減額 13,372

小計 443,129

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △72

法人税等の支払額 △950

営業活動によるキャッシュ・フロー 442,109

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 △4,286

無形固定資産の取得による支出 △8,627

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △8,615

株式の発行による収入 139,840

株式の発行による支出 △13,960

自己株式の取得による支出 △85,602

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 460,858

現金及び現金同等物の期首残高 358,232

現金及び現金同等物の四半期末残高 819,091
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該当事項はありません。  

  

当第３四半期累計期間（自 平成23年２月１日 至 平成23年10月31日）  

当社の報告セグメントは電子書籍事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載

を省略しております。 

  

（追加情報） 

当第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22年６月30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。       

  

当社は、平成23年10月27日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式200,000株（発行価格760

円、引受価額699.2円、資本組入額349.6円）発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ69,920千円

増加しております。また、この結果、当第３四半期会計期間末において資本金が169,920千円、資本準

備金が69,920千円となっております。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日） 

（第三者割当による株式の発行） 

 当社は、東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に関連して、平成23年９月22日及び平成23  

年10月７日開催の取締役会においてオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当によ  

る株式の発行を決議しておりました。当該決議に基づいて、当社は主幹事証券会社である大和証  

券キャピタル・マーケッツ株式会社を割当先とした第三者割当による株式の発行を行い、次のと  

おり平成23年11月30日に払込が完了いたしました。 

この結果、資本金は180,408千円、発行済株式数は2,086,200株となっております。 

  

 ①発行する株式の種類及び数 

 普通株式 30,000株 

 ②割当価格 

  １株につき 699.2円 

 ③発行価額 

  １株につき 595円（会社法上の払込金額） 

 ④資本組入額 

  １株につき 349.6円 

 ⑤割当価格の総額 

  20,976千円 

 ⑥発行価額の総額 

(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

(7) 重要な後発事象
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  17,850千円 

 ⑦資本組入額の総額 

  10,488千円 

 ⑧払込期日 

  平成23年11月30日 

 ⑨割当先 

  大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 

 ⑩資金の使途 

  取扱冊数を増加させるための電子化費、ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ  

  及びサイトの開発費、トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充  

  当する予定であります。 
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