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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年9月期第2四半期 957 △15.0 28 △81.4 28 △81.6 △280 ―
23年9月期第2四半期 1,126 5.2 154 23.0 155 23.8 75 4.6

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 △280百万円 （―％） 23年9月期第2四半期 75百万円 （―％）

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9月期第2四半期 △5,397.78 ―
23年9月期第2四半期 1,426.49 1,420.42

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 1,545 1,280 82.8
23年9月期 2,000 1,613 80.6
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  1,280百万円 23年9月期  1,613百万円

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9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 連結業績予想の修正については、平成24年３月19日公表いたしました「特別損失発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 2,371 8.2 31 △85.1 31 △85.0 △282 ― △5,422.19



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 （注）詳細は３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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
四半期報告書のレビュー手続きをしています。 

※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、当社は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事項に基づいており、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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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9月期2Q 55,238 株 23年9月期 55,238 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 3,230 株 23年9月期 3,230 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 52,008 株 23年9月期2Q 52,858 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結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り依然として厳しい状況にあるなか

で、緩やかに持ち直しております。ただし、海外景気の下振れ等によって、景気が下押しされるリスクが存在してお

ります。  

 家庭用ゲームソフト業界におきましては、各ゲームソフト会社から、多くの人気タイトルが発売予定となっており

ます。ゲーム機については、新型携帯ゲーム機が国内において浸透しつつあり、また、新型据え置きゲーム機の発売

も近年中に予定されております。近年ゲームソフト市場が伸び悩む中、今後ゲームソフトのタイトルが充実すること

によって、ソフト・ハード双方の需要拡大が期待されております。  

 また、携帯電話会社各社より、スマートフォンを中心に新型モデルが続々と発売されました。その他にもタブレッ

ト型端末の新型が発売されるなど、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）が多様な形で利用されること

が今後も期待されております。 

 このような環境の中、当社グループでは多様化するゲームのニーズに対応すべく、マルチプラットフォーム開発や

ゲーム制作ツールの使用により、開発業務の効率化を行っております。また、今後の当社グループ戦略におけるネッ

トワーク技術を利用したコンテンツの開発体制の再構築を含め検討し、連結子会社である株式会社エイティングネッ

トワークスを解散いたしました。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高は957,635千円（前年同四半期は売

上高1,126,446千円）、営業利益は28,687千円（前年同四半期は営業利益154,104千円）、経常利益は28,580千円（前

年同四半期は経常利益155,745千円）、四半期純損失は280,728千円（前年同四半期は四半期純利益75,401千円）とな

りました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

① ゲームソフト開発事業 

 ゲームソフト開発事業におきましては、PS3・XBOX360・Wii等向けの複数のタイトルの開発を引き続き進めてお

ります。 

 その一方で、当第２四半期連結会計期間の開発着手予定のタイトルにおいて着手時期変更があり、当第３四半期

連結会計期間以降に売上計上がずれ込みました。  

 また、開発人員の余剰により原価増が見込まれるなどに対し、早期の受注確定に向け対応しております。  

 以上の結果、ゲームソフト開発事業における売上高は663,483千円（前年同四半期は売上高1,058,648千円）、営

業利益は270,662千円（前年同四半期は営業利益346,014千円）となりました。 

  

② モバイルコンテンツ開発事業 

 モバイルコンテンツ開発事業におきましては、SNSコンテンツの需要拡大に対応すべく、引き続き初期開発並び

に運用業務を行ってまいりました。 

 当第２四半期連結会計期間において、売上高は計画に対して順調に推移しているものの、利益については開発体

制拡充の優先により原価が先行しております。  

以上の結果、モバイルコンテンツ開発事業における売上高は294,152千円（前年同四半期は売上高67,655千

円）、営業損失は46,926千円（前年同四半期は営業損失10,256千円）となりました。 

  

③ ネットワークコンテンツ開発事業 

 ネットワークコンテンツ開発事業におきましては、上述のとおり、連結子会社である株式会社エイティングネッ

トワークスが平成24年３月26日付で解散いたしました。  

 今後は、オンラインゲーム開発で培ったネットワーク技術を活用し、拡大するネットワークコンテンツ市場のニ

ーズに対しコンテンツの提供を検討してまいります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高及び営業損失は計上しておりません。（前年同四半

期は売上高88千円、営業損失9,342千円が計上されております。） 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）   

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は1,229,642千円となり、前連結会計年度末に比べ171,286千円減

少いたしました。これは主に現金及び預金が293,593千円減少したことによるものであります。固定資産は316,087

千円となり、前連結会計年度末に比べ283,653千円減少いたしました。これは主にコンテンツ仮勘定が288,811千円

減少したことによるものであります。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、261,017千円となり、前連結会計年度末に比べ70,148千円減

少いたしました。固定負債は4,400千円となり、前連結会計年度末に比べ52,055千円減少いたしました。これは主

に長期借入金が52,080千円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は1,280,312千円となり、前連結会計年度末に比べ332,736千円

減少いたしました。これは四半期純損失280,728千円及び剰余金の配当52,008千円によるものであります。  

 この結果、自己資本比率は82.8％（前連結会計年度末は80.6％）となりました。   

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年３月19日の「特別損失発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」で公

表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。   

    

㈱エイティング（3785） 平成24年９月期 第２四半期決算短信

2



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、連結子会社でネットワークコンテンツ開発事業を営んでいる株式会社

エイティングネットワークスは解散（平成24年３月26日付）しております。同社の清算結了につきましては、平成

24年６月を予定しております。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

    

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,052,792 759,199 

受取手形及び売掛金 300,001 318,867 

仕掛品 － 111,409 

繰延税金資産 10,051 2,370 

その他 38,083 37,795 

流動資産合計 1,400,929 1,229,642 

固定資産   

有形固定資産 62,479 54,505 

無形固定資産   

コンテンツ仮勘定 288,811 － 

その他 131,569 151,867 

無形固定資産合計 420,381 151,867 

投資その他の資産 116,880 109,715 

固定資産合計 599,741 316,087 

資産合計 2,000,670 1,545,730 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,387 56,828 

未払法人税等 110,930 8,463 

賞与引当金 － 38,224 

受注損失引当金 － 1,729 

その他 184,848 155,772 

流動負債合計 331,166 261,017 

固定負債   

長期借入金 52,080 － 

資産除去債務 4,376 4,400 

固定負債合計 56,456 4,400 

負債合計 387,622 265,417 

純資産の部   

株主資本   

資本金 210,351 210,351 

資本剰余金 271,601 271,601 

利益剰余金 1,323,109 990,373 

自己株式 △192,013 △192,013 

株主資本合計 1,613,048 1,280,312 

純資産合計 1,613,048 1,280,312 

負債純資産合計 2,000,670 1,545,730 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,126,446 957,635 

売上原価 714,517 660,645 

売上総利益 411,929 296,989 

販売費及び一般管理費 257,825 268,302 

営業利益 154,104 28,687 

営業外収益   

受取利息 5 1 

還付加算金 1,667 142 

未払配当金除斥益 － 146 

助成金収入 330 － 

その他 269 62 

営業外収益合計 2,271 353 

営業外費用   

支払利息 196 459 

創立費償却 363 － 

その他 71 － 

営業外費用合計 630 459 

経常利益 155,745 28,580 

特別損失   

減損損失 － 288,811 

開発中止損失 4,512 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,694 － 

特別損失合計 6,206 288,811 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

149,539 △260,230 

法人税等 74,137 20,497 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,401 △280,728 

四半期包括利益 75,401 △280,728 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 75,401 △280,728 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

149,539 △260,230 

減価償却費 22,482 27,228 

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,369 38,224 

減損損失 － 288,811 

受取利息及び受取配当金 △5 △1 

支払利息 196 459 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,561 1,729 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,694 － 

投資事業組合運用損益（△は益） 71 － 

開発中止損失 4,512 － 

売上債権の増減額（△は増加） △159,083 △18,865 

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,233 △111,409 

仕入債務の増減額（△は減少） 67,357 21,440 

前受金の増減額（△は減少） 3,105 12,227 

未払金の増減額（△は減少） △1,405 △3,926 

未収消費税等の増減額（△は増加） 10,886 10,587 

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,055 △9,661 

その他 △2,502 △18,807 

小計 224,068 △22,193 

利息及び配当金の受取額 5 1 

利息の支払額 △196 △459 

法人税等の支払額 △6,179 △105,517 

法人税等の還付額 44,684 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 262,382 △128,169 

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 △8,827 △7,214 

無形固定資産の取得による支出 △173,774 △38,527 

敷金及び保証金の差入による支出 △1,829 △510 

その他 64 296 

投資活動によるキャッシュ・フロー △184,367 △45,956 

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 70,000 － 

長期借入金の返済による支出 － △67,440 

自己株式の取得による支出 △61,309 － 

配当金の支払額 △53,357 △52,027 

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,666 △119,467 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,347 △293,593 

現金及び現金同等物の期首残高 951,098 1,052,792 

現金及び現金同等物の四半期末残高 984,445 759,199 
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該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年10月１日 至平成23年３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  

（単位：千円） 

（注）「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、デジタルキャラクターの企画製作及び

特許開発等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び

当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

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  

 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）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
ゲームソフト 
開発事業 

モバイル 
コンテンツ 
開発事業 

ネットワーク 
コンテンツ 
開発事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,058,648  67,655  88  1,126,391  54  1,126,446

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  1,058,648  67,655  88  1,126,391  54  1,126,446

セグメント利益又は損失（△）  346,014  △10,256  △9,342  326,416  39  326,454

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  326,416

「その他」の区分の利益  39

全社費用（注）  △172,349

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業

利益 
 154,104
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年10月１日 至平成24年３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  

（単位：千円） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び

当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

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  

  ネットワークコンテンツ開発事業のおいて、コンテンツ仮勘定の減損損失の計上をいたしました。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において288,811千円であります。 

  

該当事項はありません。   

    

  

報告セグメント 

その他 合計 
ゲームソフト 
開発事業 

モバイル 
コンテンツ 
開発事業 

ネットワーク 
コンテンツ 
開発事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  663,483  294,152  －  957,635  －  957,635

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  663,483  294,152  －  957,635  －  957,635

セグメント利益又は損失（△）  270,662  △46,926  －  223,736  －  223,736

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  223,736

「その他」の区分の利益  －

全社費用（注）  △195,048

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業

利益 
 28,687

（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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