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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10月1日～平成22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 ％

23年9月期第1四半期 311 △21.2 △2 ― △3 ― △7 ―
22年9月期第1四半期 395 △51.5 18 ― 16 ― 15 ―

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

23年9月期第1四半期 △251.47 ―
22年9月期第1四半期 549.76 ―

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

23年9月期第1四半期 1,196 829 69.1 28,912.73
22年9月期 1,411 820 57.7 28,746.87

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  827百万円 22年9月期  814百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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）当四半期における業績予想の修正有無  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)

700 △4.5 9 △73.0 6 △79.7 1 ― 34.63

通期 1,400 4.3 20 △45.1 13 △53.9 7 ― 242.41



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、「添付資料」 Ｐ．３ 「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年9月期1Q 28,877株 22年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  272株 22年9月期  560株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 28,355株 22年9月期1Q 28,690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の実施中です。 

※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予想等の将来に関する記述は、当社が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、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の改善により景気の持ち直しが見られるものの、政府支

援のエコカー補助金が終了するなど消費マインドの低下や厳しい雇用情勢を反映し、先行き不安な状況で個人消費

が伸び悩む状態が続いております。 

 当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成22年12月末現在で１億

1,706万契約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者が占める割合は98.5％で、平成22年９月末の

98.1％から引き続き拡大傾向にあります（出所：社団法人電気通信事業者協会）。端末販売についてはスマートフ

ォンが中心になりつつあり、平成25年度にはスマートフォンの出荷台数が571万台になるとの予測がされておりま

す。 

 モバイルコンテンツ市場についても引き続き拡大しておりますが、既存の携帯電話向けコンテンツの成長が鈍化

する一方で、スマートフォン向けのアプリ配信が伸張する構図となっております。昨今、各通信事業者の販売戦略

も、Android搭載のスマートフォンやタブレット型端末にシフトしていることにより、スマートフォン向けアプリ

の市場は今後更に拡大することが期待されます。 

 このような環境の下、当第１四半期会計期間においては、スマートフォン向けアプリとＳＮＳへのコンテンツ投

入に注力いたしました。スマートフォン向けアプリでは、iPhone並びにAndroid搭載スマートフォン、iPadなどの

タブレット型端末向けに、電子書籍や学習系・知育系アプリの提供を積極的に行ってまいりました。提供している

アプリ数は、平成22年12月末時点で49アプリとなり、平成22年９月末時点の４アプリから大幅に増加しておりま

す。ダウンロード数については、電子書籍化支援サービス「AXEL BOOK」の提供を開始した平成22年７月から12月

の間に累計８万ダウンロードを突破し、「相手を思うままに動かせる！最強の交渉術」、「260 の金言～読むだけ

で元気が出る！～」などの６タイトルがApp Storeブックランキングでセールス１位を獲得するなど、販売は好調

に推移しております。さらに、電子書籍事業で出版社２社と業務提携を行うなど、作品ラインナップの充実に努め

てまいりました。  

 ＳＮＳへのコンテンツ投入では、既存の携帯サイトにおける売上が減少している中、「GREE Platform」向けに

コンテンツを提供し、既に当社で配信しているコンテンツの横展開による販路拡大を図ることで、売上増加に繋げ

ました。平成22年12月末時点で、「GREE Platform」向けに占い、アニメなど29アプリを提供しております。 

 これらにより当第１四半期累計期間の課金数は、876千件（前四半期比56千件増）となりました。なお当事業年

度は年間360万課金を目指しており、目標の進捗を把握しやすくするため四半期累計の課金数を記載しておりま

す。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は311,380千円、営業損失は2,667千円、経常損失は3,959千円、四

半期純損失は7,130千円となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における資産の状況は、短期借入金の返済に伴う現金及び預金の減少182,926千円など

により前期末に比べ214,991千円減少し、総資産は1,196,540千円となりました。負債は、前期末に比べ223,380千

円減少して367,288千円となりました。これは主に、短期借入金の返済により200,000千円、長期借入金の返済によ

り24,900千円減少したためであります。純資産については、四半期純損失7,130千円を計上したものの、新株予約

権の行使に伴う資本剰余金12,498千円の増加等により前期末に比べ8,388千円増加して829,252千円となりました。

  

各キャッシュフローの状況は以下のとおりであります。 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます）は、前事業年度末に比べ

182,926千円減少し679,371千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は27,102千円となりました。主な収入要因は、前払費用の減少による12,558千円、

仕入債務の増加11,039千円、減価償却費及びのれん償却合わせた11,620千円であり、主な支出要因は、事業損失引

当金の取り崩しによる減少8,262千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,002千円となりました。主な支出要因は、固定資産の取得による支出778千円で

あります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は209,026千円となりました。主な収入要因は、ストックオプションの行使に伴う

自己株式の処分による収入15,874千円であり、主な支出要因は、短期借入金の返済による支出200,000千円及び長

期借入金の返済による支出24,900千円であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年11月４日に発表いたしました業績予想に変更ございませ

ん。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．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。 

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変

化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著しい変化

の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、営業損失及び経常損失はそれぞれ178千円、税引前四半期純損失は3,873千円増加しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

２．その他の情報
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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１四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 679,371 862,298

売掛金 249,184 246,745

その他 35,658 43,655

貸倒引当金 △1,046 △1,136

流動資産合計 963,167 1,151,563

固定資産   

有形固定資産 32,593 34,718

無形固定資産   

のれん 81,000 88,250

その他 10,006 11,813

無形固定資産合計 91,006 100,063

投資その他の資産   

敷金及び保証金 223,353 236,491

その他 47,170 49,447

貸倒引当金 △160,750 △160,750

投資その他の資産合計 109,772 125,187

固定資産合計 233,373 259,969

資産合計 1,196,540 1,411,532

負債の部   

流動負債   

買掛金 121,806 120,032

短期借入金 105,000 305,000

1年内返済予定の長期借入金 100,800 99,600

未払法人税等 1,231 3,600

事業損失引当金 － 8,262

その他 38,449 28,074

流動負債合計 367,288 564,569

固定負債   

長期借入金 － 26,100

固定負債合計 － 26,100

負債合計 367,288 590,669

純資産の部   

株主資本   

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 621,319 608,821

利益剰余金 △350,941 △343,810

自己株式 △7,230 △14,885

株主資本合計 827,048 814,025

新株予約権 2,203 6,838

純資産合計 829,252 820,863

負債純資産合計 1,196,540 1,411,532
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 395,083 311,380

売上原価 227,860 196,019

売上総利益 167,223 115,360

販売費及び一般管理費 148,807 118,028

営業利益又は営業損失（△） 18,416 △2,667

営業外収益   

受取配当金 152 213

助成金収入 － 400

その他 100 －

営業外収益合計 252 613

営業外費用   

支払利息 1,216 717

株式上場関連費用 1,034 1,187

その他 72 0

営業外費用合計 2,323 1,905

経常利益又は経常損失（△） 16,345 △3,959

特別利益   

新株予約権戻入益 － 1,006

貸倒引当金戻入額 － 90

特別利益合計 － 1,096

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,694

特別損失合計 － 3,694

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 16,345 △6,557

法人税、住民税及び事業税 572 572

法人税等合計 572 572

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,772 △7,130
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12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又は税引前四半期純損失
（△）

16,345 △6,557

減価償却費 6,947 4,370

のれん償却額 7,250 7,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △90

事業損失引当金の増減額（△は減少） △75,876 △8,262

受取利息及び受取配当金 △152 △213

支払利息 1,216 717

株式報酬費用 1,826 651

新株予約権戻入益 － △1,006

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,694

売上債権の増減額（△は増加） 18,239 △2,438

仕入債務の増減額（△は減少） △249 11,039

前払費用の増減額（△は増加） 10,736 12,558

その他 6,671 8,347

小計 △7,044 30,059

利息の支払額 △1,189 △667

法人税等の支払額 △1,145 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,378 27,102

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 △626 △439

無形固定資産の取得による支出 △3,810 △339

子会社株式の売却による収入 15,459 －

その他 6 △223

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,029 △1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △24,900 △24,900

自己株式の取得による支出 △12,489 －

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分
による収入

－ 15,874

配当金の支払額 △20 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,589 △209,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64,240 △182,926

現金及び現金同等物の期首残高 722,730 862,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 786,971 679,371
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 該当事項はありません。  

  

 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）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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