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1.  平成25年9月期第1四半期の業績（平成24年10月1日～平成24年12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 ％

25年9月期第1四半期 285 5.7 99 27.8 100 26.9 65 48.9
24年9月期第1四半期 270 △8.6 77 △11.5 78 △11.5 43 △24.5

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

25年9月期第1四半期 636.74 ―
24年9月期第1四半期 427.50 ―

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

25年9月期第1四半期 2,222 2,099 94.5 20,425.05
24年9月期 2,376 2,085 87.8 20,288.32
（参考） 自己資本   25年9月期第1四半期  2,099百万円 24年9月期  2,085百万円

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  
    平成24年９月期の期末配当金の内訳 記念配当200円00銭 

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

24年9月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
25年9月期 ―
25年9月期（予想） 0.00 ― 500.00 500.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  有   

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) 350 △4.2 0 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 1,700 33.7 500 46.3 500 45.7 300 38.4 2,918.29



(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） 

※  注記事項

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） 25年9月期1Q 102,800 株 24年9月期 102,800 株
② 期末自己株式数 25年9月期1Q ― 株 24年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期1Q 102,800 株 24年9月期1Q 102,800 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、四半期財務諸表に関する
四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、四半期
決算短信（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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当社はコンテンツメーカーとして、オリジナリティあふれるゲームコンテンツ及びサービスの創出を

行い、その魅力を様々な分野・プラットフォームを通じて世界中のお客様にお伝えすることに努めてお

ります。 

当第１四半期累計期間の製品部門におきましては、平成24年12月に「英雄伝説 空の軌跡FC：改 HD

EDITION」を発売しました。 

 「英雄伝説 空の軌跡FC：改 HD EDITION」は、人気ストーリーRPG「軌跡シリーズ」第１作目である

「英雄伝説 空の軌跡FC」のPSPリマスター版として高解像度のHD画面に対応し、更に多数のEXTRAコン

テンツを収録したPlayStation®3向けタイトルとして発売しました。ゲーム画面やムービーがHD対応と

なり、高画質なグラフィックへ一新し、ち密に描かれた街並みやキャラクターたちによる細やかなイベ

ントシーンなど、格段に美しくなった「空の軌跡」の世界を迫力の大画面でお楽しみいただけることか

ら好評を博しております。 

 また、平成24年７月にPlayStation®Portable向けに発売した「那由多の軌跡」、そして平成24年９月

にPlayStation®Vita向けに発売した「イース セルセタの樹海」の販売が当第１四半期累計期間におき

ましても順調に推移しました。 

 その結果、製品部門の当第１四半期累計期間の売上高は155百万円（前年同期比4.7％減）となりまし

た。 

  

ライセンス部門におきましては、当社製品の海外販売、ダウンロード販売、モバイルアプリ向けライ

セ ン ス、各 種 出 版 物、キ ャ ラ ク タ ー グ ッ ズ へ の ラ イ セ ン ス の 他、「零 の 軌 跡 Evolution」

（PlayStation®Vita）の販売も好調に推移しました。 

 その結果、ライセンス部門の当第１四半期累計期間の売上高は130百万円（前年同期比21.5％増）と

なりました。 

  

それらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は285百万円（前年同期比5.7％増）、営業利

益は99百万円（前年同期比27.8％増）、経常利益は100百万円（前年同期比26.9％増）、四半期純利益

は65百万円（前年同期比48.9％増）となりました。 

  

（総資産） 

当第１四半期会計期間末における総資産は、主に現金及び預金が71百万円増加したことに対し、売掛

金が210百万円減少したことにより2,222百万円（前事業年度末比6.5％減）となりました。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債は、主に買掛金が44百万円減少したこと、未払法人税等が68百

万円減少したことにより122百万円（前事業年度末比57.7％減）となりました。 

（純資産）  

当第１四半期会計期間末における純資産は、配当金の支払い51百万円があったことに対し、四半期純

利益を65百万円計上したことにより2,099百万円（前事業年度末比0.7％増）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

（２）財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、前期に発売しましたゲームソフト「イース セルセタの樹海」、「那由多

の軌跡」が引き続き好調だったこと、及び当第１四半期に発売したゲームソフト「英雄伝説 空の軌跡

FC：改 HD EDITION」の販売が計画を大きく上回ったことから、第２四半期累計期間の業績予想を修正

いたしました。詳細につきましては、本日（平成25年２月６日）公表いたしました「平成25年９月期第

２四半期累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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。  

  

（減価償却方法の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありま

せん。  

  

  

２．サマリー情報（注記事項）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
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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）

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,964,593 2,035,770

売掛金 312,495 101,844

製品 1,814 1,868

原材料 4,172 4,011

その他 31,757 19,021

流動資産合計 2,314,832 2,162,517

固定資産   

有形固定資産 13,123 11,927

無形固定資産 9,394 10,298

投資その他の資産 39,115 37,846

固定資産合計 61,633 60,072

資産合計 2,376,465 2,222,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,876 20,591

未払法人税等 91,005 22,075

賞与引当金 17,250 4,500

その他 117,695 75,726

流動負債合計 290,826 122,893

負債合計 290,826 122,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 164,130 164,130

資本剰余金 319,363 319,363

利益剰余金 1,602,145 1,616,202

株主資本合計 2,085,638 2,099,695

純資産合計 2,085,638 2,099,695

負債純資産合計 2,376,465 2,222,589
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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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 270,376 285,814

売上原価 48,453 42,687

売上総利益 221,923 243,127

販売費及び一般管理費 143,965 143,465

営業利益 77,957 99,661

営業外収益   

未払配当金除斥益 966 499

営業外収益合計 966 499

経常利益 78,923 100,161

税引前四半期純利益 78,923 100,161

法人税、住民税及び事業税 6,384 21,113

法人税等調整額 28,591 13,591

法人税等合計 34,976 34,704

四半期純利益 43,947 65,456
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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）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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