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1.  平成23年6月期第2四半期の業績（平成22年7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6月期第2四半期 26,712 77.9 13,146 45.8 13,147 45.8 7,856 47.0
22年6月期第2四半期 15,017 207.1 9,013 178.6 9,018 181.7 5,345 211.7

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6月期第2四半期 34.54 32.35
22年6月期第2四半期 119.42 110.06

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6月期第2四半期 40,392 27,490 68.1 120.82
22年6月期 32,170 20,552 63.9 452.47

（参考） 自己資本  23年6月期第2四半期  27,490百万円 22年6月期  20,552百万円

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  
23年6月期の配当金につきましては、現在未定です。開示が可能になった時点で速やかにお知らせ致します。 

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6月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
23年6月期 ― 0.00
23年6月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（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

通期
54,000 

～60,000
53.3 

～70.3
27,000 

～30,000
37.9 

～53.2
27,000 

～30,000
37.8 

～53.1
15,900 

～17,700
38.2 

～53.8
69.89 

～77.80



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「２.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6月期2Q 227,540,000株 22年6月期 45,424,000株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q 2,110株 22年6月期 343株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 227,456,228株 22年6月期2Q 44,764,741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、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.業績予想に関して 
上記の予想は、本資料の発表当時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な不確定要素により、実際の業績と異なる場合が
ありますのでご了承ください。業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付書類）3ページ「1.当四半期の業績等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。 
 
2.配当予想金額に関して 
平成23年6月期の配当金額は未定でありますが、決定次第速やかに開示致します。 
 
3.株式の分割について 
平成22年10月1日付けで、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 我が国のインターネット利用環境は、アクセス網の大容量化や低廉化を背景にモバイル及びＰＣ共になお発展段階

にあります。平成21年12月時点でインターネット利用者数は9,408万人、そのうちブロードバンド利用者数は6,867万

人に達し、全利用者のうち約73％が光回線またはＤＳＬ回線等の利用が可能であると言われております（総務省平成

21年「通信利用動向調査」）。また、モバイルインターネットに関しても成長著しく、平成22年12月時点で携帯電話

契約数は１億1,706万件、そのうち第三世代携帯電話契約数は１億1,542万件に達し、全端末のうち約99％は高速デー

タ通信が可能な状況と言われております（電気通信事業者協会発表）。加えて、パケット定額制に関しても、モバイ

ルインターネットの利用拡大及び携帯電話事業者による定額料の見直しに伴い、普及が一層進んでいると言われてお

ります。  

 このような事業環境の下、当社は主力のインターネットメディア事業の拡大に向け、その中核を成すモバイル・Ｐ

Ｃ向けＳＮＳ「ＧＲＥＥ」において、ユーザー数の拡大、収益基盤の確立・強化に取り組んで参りました。ユーザー

数の拡大に向けては、引き続き大手通信事業者との連携やＴＶ-ＣＭ放映等によるプロモーションに取り組みまし

た。その結果、平成22年12月末には「ＧＲＥＥ」のユーザー数がモバイル・ＰＣ合計で2,383万人に達しておりま

す。 

 収益基盤の確立 ・強化に向けては、釣りゲーム「釣り★スタ」、ペット育成ゲーム「踊り子 クリノッペ」、探検

ゲーム「探検ドリランド」、ガーデニングゲーム「ハコニワ」及びモンスター育成バトルゲーム「モンプラ」、海賊

バトルゲーム「海賊王国コロンブス」といった、一部有償アイテム利用を伴うエンターテインメント性の高いソーシ

ャルゲームにおいて、新機能の導入などを実施するなど収益基盤の安定性向上を図りました。 

 平成22年６月から開始した「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」をすべてのデベロッパーに開放したことにより、12月

末時点で約240社のデベロッパーから約560タイトルの多様なコンテンツが提供され、ユーザーのアクティビティの活

性化並びに一部有償アイテム等を通じた収益化に貢献しております。また、ＳＮＳの特性を活かしたオリジナルのタ

イアップ広告、ソーシャルアドアプリ等を推進致しました。  

サイト内の安全性及びサービスの健全性の維持に関する取り組みとしては、平成20年８月に一般社団法人モバイル

コンテンツ審査・運用監視機構（注）（以下「ＥＭＡ」といいます。）より、サイト運用管理体制に関する第三者認

証を取得して以来、ＥＭＡ基準以上の管理体制を維持し、継続的・定期的に実施されるＥＭＡの審査に通過しており

ます。 

 更に、一層強固なパトロール体制の整備、青少年の保護・健全育成に向けた取り組みの強化などを継続的に実施

し、ユーザーによる安心かつ快適な利用環境の維持、並びにサービスの健全な発展に努めました。 

 以上の取り組みの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は26,712百万円（前年同期比77.9％増）、営業利

益は13,146百万円（前年同期比45.8％増）、経常利益は13,147百万円（前年同期比45.8％増）、四半期純利益は

7,856百万円（前年同期比47.0％増）となっております。 

(注) モバイルコンテンツの健全な発展と違法・有害情報からの青少年保護を目的として、モバイルサイトの審 

   査、認定、運用監視等を行う第三者機関  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態  

 当社の当第２四半期会計期間末の総資産は40,392百万円となり、前事業年度末に比べ8,221百万円増加致しまし

た。主な要因としましては、資産については法人税等、投資有価証券及び配当金の支払いによる「現金及び預金」の

減少（前事業年度末比397百万円減少）、売上高の増加に伴う「売掛金」の増加（前事業年度末比3,973百万円増加）

などが挙げられます。負債及び純資産については「未払金」の増加（前事業年度末比2,905百万円増加）、「未払法

人税等」の減少（前事業年度末比1,290百万円減少）、「利益剰余金」の増加（前事業年度末比6,720百万円増加）な

どが挙げられます。  

  企業の安定性を示す自己資本比率は前事業年度63.9％に対し、当第２四半期会計期間は68.1％と4.2ポイント増加

しております。また、支払い能力を示す流動比率は、前事業年度266.0％に対し当第２四半期会計期間は287.4％と

21.4ポイント増加しております。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

  当第２四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。）の残高は20,957百万円となり、前

事業年度末より9,602百万円増加となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。  

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は、2,635百万円（前年同期比161百万円の収入の減

少）となりました。売上増加に伴い、税引前四半期純利益が13,253百万円となったものの、売上債権の増加（3,973

百万円）、法人税等の支払（6,518百万円）などにより資金が減少したこと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２四半期累計期間において投資活動により獲得した資金は、8,081百万円（前年同期は164百万円の支出）と

なりました。主な収入要因は、定期預金の払戻しによる収入10,000百万円であり、主な支出要因は有形固定資産取得

による支出397百万円、投資有価証券の取得による支出1,409百万円であります。  

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第２四半期累計期間において財務活動により使用した資金は、1,113百万円（前年同期比1,000百万円の支出増

加）となりました。主な支出要因は、配当金の支払による支出1,127百万円であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社をとりまく事業環境については、モバイルとＰＣにおける安価で快適なインターネット利用環境の整備やスマ

ートフォンの世界的な普及が見込まれることなどを背景に、ＳＮＳ利用者の裾野がますます拡大するものと思われま

す。当社は引き続きインターネットメディア事業に経営資源を重点的に配分し、当該事業の中核を成すＳＮＳ「ＧＲ

ＥＥ」のメディア価値の 大化を目指し、ユーザー数の拡大及び収益基盤の確立・強化をグローバルに取り組んで参

ります。また、設備投資や人員増強などをはじめ、経営基盤の強化にも積極的に取り組んで行く計画です。 

 ユーザー数の拡大に向けては、大手通信事業者との連携、多様なプロモーション手法を用いた広告宣伝活動の展開

を積極的に推進して参ります。同時に、収益基盤の確立・強化に向けては、ソーシャルゲームの新規投入やコンテン

ツの利用拡大に向けた施策の展開及び月額課金メニューの拡充を推進することで、有料課金収入の拡大及び安定化を

図ります。「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ」のオープン化により、多様なデベロッパーから様々なコンテンツが提供

され、ユーザーのアクティビティが活性化されるとともに、関連する売上も順調に成長しております。今後もユーザ

ーの利用動向を注視しながら、アクティビティ向上に資する各種コンテンツの提供及び機能の拡充を図ってまいりま

す。 

また、広告メディア収入については、景気低迷による広告市況悪化の影響等が見受けられるものの、サービス規

模の順調な成長に伴う広告媒体価値の向上を背景に、新規広告主の開拓を推進して参ります。 

さらに、ｉＰｈｏｎｅ版、Ａｎｄｒｏｉｄ版「ＧＲＥＥ」のβリリースや「ＧＲＥＥ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏ

ｒ Ｓｍａｒｔｐｈｏｎｅ」のオープン化など、普及の進むスマートフォンへの対応も進めております。 

一方、費用については、主に広告宣伝費、トラフィックの増加に伴うサーバー賃借料、有料課金収入の拡大に伴

う支払手数料、人件費、サービスの拡充に伴う外注加工費の増加等を見込んでおります。 

以上により、第２四半期累計期間までの業績推移と今後の取り組みによる影響を考慮して、通期の売上高54,000

百万円（前期比53.3％増)～60,000百万円（前期比70.3％増）、営業利益27,000百万円（前期比37.9％増）～30,000

百万円（前期比53.2％増）、経常利益27,000百万円（前期比37.8％増）～30,000百万円（前期比53.1％増）、当期純

利益15,900百万円（前期比38.2％増）～17,700百万円（前期比53.8％増）を見込んでおります。なお、平成22年８月

13日公表の通期予想数値から変更しておりません。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。  

  

（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の適用 

 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。なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

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：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,957 21,354

売掛金 11,655 7,682

その他 4,680 2,118

貸倒引当金 △218 △251

流動資産合計 37,074 30,903

固定資産   

有形固定資産 421 150

無形固定資産 192 151

投資その他の資産 2,703 965

固定資産合計 3,317 1,267

資産合計 40,392 32,170

負債の部   

流動負債   

未払金 6,964 4,058

未払法人税等 5,326 6,617

本社移転費用引当金 － 147

その他 607 794

流動負債合計 12,898 11,617

固定負債   

その他 3 －

固定負債合計 3 －

負債合計 12,901 11,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121 2,113

資本剰余金 2,118 2,111

利益剰余金 23,050 16,330

自己株式 △2 △1

株主資本合計 27,288 20,552

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 201 －

評価・換算差額等合計 201 －

純資産合計 27,490 20,552

負債純資産合計 40,392 32,170
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 15,017 26,712

売上原価 1,009 2,011

売上総利益 14,008 24,700

販売費及び一般管理費 4,995 11,554

営業利益 9,013 13,146

営業外収益   

受取利息 1 9

還付消費税等 2 －

その他 0 1

営業外収益合計 4 10

営業外費用   

為替差損 0 5

投資事業組合運用損 － 4

営業外費用合計 0 9

経常利益 9,018 13,147

特別利益   

投資有価証券売却益 － 98

その他 － 8

特別利益合計 － 106

税引前四半期純利益 9,018 13,253

法人税、住民税及び事業税 3,833 5,258

法人税等調整額 △160 139

法人税等合計 3,672 5,397

四半期純利益 5,345 7,856
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７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 9,018 13,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49 △33

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － △147

受取利息及び受取配当金 △1 △9

売上債権の増減額（△は増加） △2,237 △3,973

未収入金の増減額（△は増加） － △2,623

未払金の増減額（△は減少） △35 2,873

その他 △1 △202

小計 6,791 9,138

利息及び配当金の受取額 1 16

法人税等の支払額 △3,996 △6,518

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,796 2,635

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △66 △397

敷金の差入による支出 △52 △103

投資有価証券の取得による支出 △39 △1,409

その他 △7 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △164 8,081

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 15

配当金の支払額 △111 △1,127

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △113 △1,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,519 9,602

現金及び現金同等物の期首残高 10,594 11,354

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,113 20,957
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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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