
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

 
   

   

 
2.平成25年12月期第２四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であるため、記載して

おりません。 
  

 
   

     

 
     
   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け )

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成25年２月28日）
（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 ％

25年12月期第２四半期 7,119 ― △880 ― △727 ― △597 ―
24年８月期第２四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 25年12月期第２四半期 △633百万円 24年８月期第２四半期 ―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

25年12月期第２四半期 △23.80 ―
24年８月期第２四半期 ― ―

(注)1.平成25年12月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年８月期第２四半期の数値及び対

前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第２四半期 7,405 2,522 33.5
24年８月期 ― ― ―

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 2,478百万円 24年８月期 ―百万円

(注)平成25年12月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年８月期の数値ついては記載してお

りません。

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

24年８月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年12月期 ― 0.00

25年12月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成24年９月１日～平成25年12月31日）

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 22,900 ― △1,100 ― △1,000 ― △900 ― △33.85

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

・当社は平成25年12月期第１四半期より、従来の単体決算から連結決算へと移行いたしました。 

・平成25年12月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率については

記載しておりません。



  

 

 

     

   

   

   

   

     

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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、添付資料P.5「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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

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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)第１四半期連結会計期間より減価償却の方法を変更しており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な

場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.5「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(２)会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期２Ｑ 26,769,500株 24年８月期 26,050,000株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 1,208,400株 24年８月期 1,124,300株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 25,112,676株 24年８月期２Ｑ 25,331,775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すが、この四半期決算短信の開示時点において、四半

期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.当社は、平成25年12月期第１四半期連結会計期間に子会社の重要性が高まったこと及び新たな子会社の株式を取得したため平成25年

12月期第１四半期決算より四半期連結財務諸表を作成しております。 

2.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、当社が現在入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の情報に

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。
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、自由民主党新政権による経済対策への期待に伴う

円安・株高基調への転換をきっかけとして、景気回復への期待が高まっており、実体経済においても、

回復に向かい始めました。しかしながら、世界経済全体としては欧州の債務問題や新興国における景気

減速もあり、先行き不透明な状況にありました。 

 当社グループを取り巻く事業環境としては、フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が第１

四半期連結累計期間に引き続き急進しており、世界の携帯電話販売台数に占めるスマートフォンの割合

が平成25年には41.3%、平成27年には51.8%と、半数以上になると予想されております（総務省：平成24

年版 情報通信白書）。 

 このような事業環境の中で、当社グループは、世界のモバイルオンラインゲーム市場がスマートフォ

ン端末の普及とともに急速に拡大すると想定し、海外拠点の整備、ネイティブゲーム開発体制整備への

先行投資を行ってまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の６カ月において、当社グループは40本の新作ゲームのリリースを計画し

ておりましたが、計画を下回る23本のリリースに止まりました。これにより、新作ゲームによる売上は

計画値を893百万円下回りました。 

 一方で平成25年12月期開始前から提供している既存ゲームは27本で、これらの既存ゲームによる売上

は計画値を278百万円上回りました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は7,119,494千円、営業損失880,832千円、経

常損失727,054千円、四半期純損失597,603千円となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ゲーム事業） 

 当第２四半期連結累計期間において当社グループが提供を開始した新作ゲームは23本となりました。

中でも「Lord of the Dragons」は、App Storeから平成24年９月にグローバル市場向け、平成24年12月

に国内市場向けにサービス提供を開始しておりますが、アメリカおよび国内のApp Storeにおける売上

ランキングで上位を獲得し、現在も高位安定しております。 

 また、既存作の中でも「真・戦国バスター」はApp Store、Google Playの両アプリストアにおいて売

上ランキングで高位に安定しており、特にApp Storeにおいては平成24年１月のリリースから１年以上

経過するにも関わらず上位維持しております。 

 これらの事実から国内外の市場において、当社グループが強みを発揮できるゲームカテゴリーの確認

とプロモーション手法のケーススタディーが得られました。 

 しかしながら、当第２四半期連結累計期間の当セグメントの売上高は6,569,569千円、セグメント利

益は1,477,963千円となり、業績予想に対して未達となりました。 

業績予想未達の主な要因は新作リリース計画の遅延によるものであり、既存作および新作遅延の売上

高に対する影響は下記のとおりです。 

・既存作27本：対計画値＋278百万円（対計画値比＋5.9％） 

・新作（遅延なし）10本： 対計画値△115百万円（対計画値比△9.0％） 

・新作（リリース遅延）13本：対計画値△778百万円（対計画値比△74.6％） 

・未リリース、リリース中止17本：対計画値△701百万円（対計画値比△100.0％） 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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  ゲーム事業の今後の施策については、「（３）連結業績予想に関する定性的情報」において詳細

を述べさせていただきます。 

  

（その他事業） 

 当第２四半期連結累計期間におきましては、大手企業のモバイル公式コンテンツサイトのインフラ運

用を中心とした受託開発のほか、携帯電話・スマートフォン向け高速メール配信エンジン「アクセルメ

ール」や個人情報検出ツール「P-Pointer」の販売、ソーシャルアプリプロバイダー向けホスティング

サービス「DSAS Hosting for Social」の提供を行ってまいりました。 

 また、iPhone向けアプリとして、位置情報を利用して自動的に“帰るメール”を送信できる「Sweet

Home」、世界中の人と一緒に走る「runnr.net」、虹の発生情報をシェアする「pelangi」の提供を開始

しました。 

 この結果、当セグメントの売上高は549,924千円、セグメント利益は172,591千円となりました。 

  

（資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は7,405,994千円となりました。 

流動資産合計は4,417,803千円となり、これは主に、現金及び預金2,258,504千円、売掛金1,658,626

千円によるものであります。 

固定資産合計は2,988,190千円となり、これは主に、無形固定資産1,331,137千円、敷金及び保証金

648,720千円によるものであります。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は4,883,920千円となりました。 

流動負債合計は4,731,918千円となり、これは主に、短期借入金3,435,000千円、買掛金551,089千円

によるものであります。 

固定負債合計は152,001千円となり、これは主に、長期借入金135,112千円によるものであります。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は2,522,074千円となりました。これは主に利益剰

余金1,395,598千円によるものであります。 

  

 なお、当第14期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前会計年度末

比は記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今後の事業展開に関しましては、第２四半期連結累計期間に得られた成果と反省点を踏まえ、下記の

施策に取り組んでまいります。 

１．ゲームカテゴリーの選択と集中 

 開発ラインを下記の４つのゲームカテゴリーに集約。それぞれのカテゴリーごとに雛形アプリを作

り、効率的なゲーム開発を行っていきます。 

① GvG（※）進化型 

 実績の出ている「真・戦国バスター」や「Lord of the Dragons」のゲームシステムを、スマート

フォン独自のUI/UXを取り入れ進化させます。 

② 箱庭バトル 

 米国のモバイルオンラインゲーム市場で上位に多数ランクインしているカテゴリーであり、当社グ

ループでも「Rise to the Throne」（近日リリース予定）をすでに開発中です。 

③ スポーツ 

 コンソールゲームやブラウザーゲームでは常に人気のカテゴリーですが、スマートフォンゲームで

はまだ競合タイトルが少なく、成長余地が大きいカテゴリーです。 

④ カジュアル  

 ユーザー数が多く、国内外のモバイルオンラインゲーム市場で上位にランクインしており、今後の

成長が期待できるカテゴリーです。 

（※）「ギルド vs ギルド」の略であり、プレイヤーの集団同士が戦うゲームシステムの略 

２． 外注費の削減 

 不採算案件からの撤退、海外拠点の戦力化により、外注費を抑制。平成24年12月のピーク時に月次で

264百万円であった開発外注費を、平成25年12月には116百万円まで削減いたします。 

３． 開発エンジン導入による開発の効率化 

 今まではエンジン等を使わないスクラッチ開発が中心になっておりました。今後は開発手法を整理一

本化し、原則Unityでの開発に一本化してまいります。これにより開発効率が向上し、開発コストを低

減します。 

４． マネジメントの強化（当社従来のプロジェクトマネジメントへの回帰） 

 面白いゲーム作りを優先するという観点から、 プロジェクトの自主性に任せた開発を行ってまいり

ましたが、その結果、スケジュール管理、コスト管理が甘くなり、新作リリースの大幅遅延、コストの

増大という結果を招きました。 

 今後は当社が従来SI案件で培ってきたプロジェクトマネジメントノウハウをゲーム開発にも導入しま

す。 

５． スタジオ制への移行 

 これまでは機能別組織体制を採用していたため、ゲーム開発は企画部門、開発部門にまたがって行わ

れていましたが、従業員数の増大、ゲーム開発プロジェクトの大規模化、長期化により、この形態では

コミュニケーションロス、コストロスが顕著になってきました。 

 そのため今後は機能別大組織から権限委譲型小ユニット組織に移行し、それぞれのユニット（スタジ

オ）が売上責任とコスト責任の両方を負います。 

６．グローバルマーケティングの強化 

 グローバル版「Lord of the Dragons」を投入し、運営したことにより、KPIが日本と遜色ないことが

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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分かりました。今後は、グローバル市場における売上拡大を図るため、パブリッシャーや大手同業他社

と相互送客などを積極的に行っていきます。 

  

これらの施策により、売上の最大化、コストの最小化を図ってまいります。しかしながら、平成25年

12月期連結会計年度での当社グループ売上高は22,900百万円、営業損失1,100百万円、経常損失1,000百

万円、当期純損失900百万円と通期で赤字の計画となっております。 
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税金費用の計算   

 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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結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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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,258,504

売掛金 1,658,626

その他 506,961

貸倒引当金 △6,288

流動資産合計 4,417,803

固定資産  

有形固定資産 443,926

無形固定資産  

のれん 361,649

その他 969,487

無形固定資産合計 1,331,137

投資その他の資産 1,213,126

固定資産合計 2,988,190

資産合計 7,405,994

負債の部  

流動負債  

買掛金 551,089

短期借入金 3,435,000

賞与引当金 121,999

その他 623,830

流動負債合計 4,731,918

固定負債  

長期借入金 135,112

その他 16,889

固定負債合計 152,001

負債合計 4,883,920

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,027,086

資本剰余金 722,841

利益剰余金 1,395,598

自己株式 △634,497

株主資本合計 2,511,029

その他の包括利益累計額  

為替換算調整勘定 △32,177

その他の包括利益累計額合計 △32,177

新株予約権 40,534

少数株主持分 2,687

純資産合計 2,522,074

負債純資産合計 7,405,994
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 7,119,494

売上原価 5,468,939

売上総利益 1,650,554

販売費及び一般管理費 ※１  2,531,387

営業損失（△） △880,832

営業外収益  

受取利息 673

為替差益 155,654

その他 13,118

営業外収益合計 169,447

営業外費用  

支払利息 6,745

持分法による投資損失 8,495

その他 427

営業外費用合計 15,668

経常損失（△） △727,054

特別損失  

減損損失 4,947

関係会社株式売却損 14,647

その他 903

特別損失合計 20,498

税金等調整前四半期純損失（△） △747,552

法人税等 △147,482

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △600,070

少数株主損失（△） △2,467

四半期純損失（△） △597,603
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △600,070

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 △33,618

四半期包括利益 △633,688

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △631,928

少数株主に係る四半期包括利益 △1,759
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 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年２月28日) 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

 当社グループは、モバイルオンラインゲームを提供する「ゲーム事業」、PC・モバイルのWebサイト

開発・統合・移管、大規模・高負荷対応インフラ「DSAS（ディーサス）」サービスの提供、受託したシ

ステム・コンテンツサイト・共同コンテンツサイトの運営、培った技術やノウハウの製品化・ソフトウ

エアパッケージやアプリケーションサービスとしての提供などから構成される「その他事業」を主たる

事業としております。 

 したがって、当社グループは、サービスの提供形態を基礎とした事業別のセグメントから構成されて

おり、「ゲーム事業」「その他事業」の２つの報告セグメントに分類しております。 

  

２．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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しているため、差異調整は行っておりません。 

  

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） 

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

（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 四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注）

ゲーム 
事業

その他事業

売上高

  外部顧客への売上高 6,569,569 549,924 7,119,494

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － －

計 6,569,569 549,924 7,119,494

セグメント利益 1,477,963 172,591 1,650,554
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（のれんの金額の重要な変動） 

 ゲーム事業セグメントにおいて、平成24年９月３日付でメディアインクルーズ株式会社の発行済

株式総数の100％の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれん

の増加額は、当第２四半期連結累計期間においては307,101千円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

（５）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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