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1. 平成24年7月期の業績（平成23年8月1日～平成24年7月31日）

（注）当社は平成23年10月27日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を、また、平成24年６月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を
行っております。このため、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定し
て算定しております。

(2) 財政状態

（注）当社は平成23年10月27日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を、また、平成24年６月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を
行っております。このため、１株当たり純資産は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。

(3) キャッシュ・フローの状況

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年7月期 6,379 57.0 1,070 138.5 1,047 134.9 590 128.8
23年7月期 4,064 ― 448 ― 446 ― 258 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年7月期 69.99 67.37 38.9 42.3 16.8
23年7月期 32.18 ― 28.4 25.9 11.0
（参考） 持分法投資損益 24年7月期 ―百万円 23年7月期 ―百万円

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

24年7月期 3,153 1,999 63.4 217.41
23年7月期 1,801 1,038 57.6 129.41
（参考） 自己資本 24年7月期 1,999百万円 23年7月期 1,038百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年7月期 815 △223 193 1,339
23年7月期 375 △77 △173 553

2. 配当の状況

（注）平成25年７月期の配当予想につきましては、現在未定です。

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

23年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年7月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成25年 7月期の業績予想（平成24年 8月 1日～平成25年 7月31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）第２四半期（累計）の業績予想は行っておりません。詳細は３ページ「１．経営成績」の「次期の見通し」をご覧ください。

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 9,824 54.0 1,802 68.3 1,802 72.0 1,050 77.8 114.22



※ 注記事項
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「会計基準等の改正に伴う会計方針の変更」の詳細については、決算短信（添付資料）18ページ「４．財務諸表」の「(7) 会計方針の変更」をご覧くださ
い。

(2) 発行済株式数（普通株式）

（注）当社は平成23年10月27日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を、また、平成24年６月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分
割を行っております。このため、期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末自己株式数及び期中平均株式数は、当該株式分割が前事業年度の期首に行
われたものと仮定して算定しております。

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） 24年7月期 9,196,500 株 23年7月期 8,025,000 株
② 期末自己株式数 24年7月期 ― 株 23年7月期 ― 株
③ 期中平均株式数 24年7月期 8,441,176 株 23年7月期 8,025,000 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表に対する監査手続
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、決算短
信（添付資料）２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績 

(1)  経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国の経済情勢は、東日本大震災に伴う電力供給の制約や欧州の財政危機など世界

経済の減速等の影響により、依然として不透明に推移いたしました。 

国内のインターネットを取り巻く市場につきましては、インターネットの利用者数は平成23年末時点で

9,610万人（前年同期比148万人増）に達しており、継続的に拡大を続けております（総務省の平成23年「通

信利用動向調査」）。 

モバイルビジネスを取り巻く環境につきましては、平成24年７月時点で携帯電話契約数は１億2,619万件

（前年同期比3.5%増）（社団法人電気通信事業者協会発表）に達し、モバイルコンテンツ市場につきまして

も、平成23年の市場は7,345億円（前年同期比13.6%増）（一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

発表）となり、依然として拡大を続けております。SNSによるソーシャルゲームの隆盛に加え、スマートフ

ォンやタブレット端末等の新たなプラットフォームの確立により、エンターテインメント系のコンテンツや

サービスを中心に市場規模が拡大していることが主な要因であります。また、世界共通規格となるスマート

フォンの普及が急速に進む中、モバイルコンテンツ市場の競争は日本国内から全世界へ広がり、競争の激化

は今後さらに加速するものと思われます。 

このような状況の下、エンターテインメント事業では日本国内向けとともに、海外市場をターゲットにし

たスマートフォンアプリに積極的に取り組み、従来の公式サイト中心の収益構造からスマートフォンアプリ

中心の収益構造に転換することができました。一方、ライフサポート事業では既存４サービスのさらなる充

実に取り組み、エンターテインメント事業の売上に迫る事業規模にまで成長することができました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は6,379,583千円（前事業年度比57.0％増）、営業利益は1,070,552千円

（前事業年度比138.5％増）、経常利益は1,047,931千円（前事業年度比134.9％増）、当期純利益は590,771

千円（前事業年度比128.8％増）となりました。 

 

なお、当事業年度におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。 

①エンターテインメント事業 

エンターテインメント事業では、従来型携帯電話向け公式サイト、ソーシャルアプリを多数運営しており

ますが、当事業年度においては、スマートフォンアプリの企画・開発・運営、グリー株式会社との協業によ

るソーシャルゲームの企画・開発・運営に力を入れてまいりました。 

スマートフォンアプリにつきましては、平成24年２月にiOS版を日本語と英語で同時リリースし、翌月の

３月に課金を開始した「ダークサマナー（Dark Summoner）」が課金開始翌月の平成24年４月から継続して

月商１億円を超える売上を維持し、大きなヒットとなりました。日本語版はリリース直後からiPhone 

AppStoreのトップセールスランキングで１位となり、当事業年度末現在も10位以内を維持している一方、英

語版についても、当事業年度末までにアメリカで９位、カナダで４位になるなど、６か国でトップセールス

（Top Grossing）10位以内にランキングされた実績を残しております。平成24年７月には日本語と英語で同

時にAndroid版をリリースし、iOS版と合わせた累計ダウンロード数が200万を超えるなど、利用者が引き続

き増加しております。 

グリー株式会社との協業によるソーシャルゲームにつきましては、平成23年10月にリリースした「AKB48

ステージファイター」の売上が順調に推移いたしました。リリース直後から多くの利用者を獲得し、テレビ

CMと連動したゲーム内イベントを開催するなどの施策を行った結果、継続して大きな支持を得ております。

また、平成24年６月には協業第２弾をリリースし、順調に利用者を獲得しております。なお、これらグリー

株式会社との協業によるソーシャルゲームにつきましては、グリー株式会社のタイトルとして「GREE」の中

で提供されており、当社はグリー株式会社から分配される収益を売上として計上しております。 

以上の結果、当事業年度における売上高は3,278,779千円（前事業年度比31.2％増）、セグメント利益は

1,126,410千円（前事業年度比59.7％増）となりました。 

 

②ライフサポート事業 

ライフサポート事業では、引越し価格の一括見積りサイト（「引越し侍」、「引越し価格ガイド」）、中

古車買取価格の一括査定サイト（「ナビクル」、「かんたん車査定ガイド」）、結婚式場の検索・予約・情

報サイト（「すぐ婚navi」）、女性向け体調管理・悩み相談サイト（「ラルーン」）が、日々のサイトの改
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善、プロモーション活動などにより順調に利用者を増やし、エンターテインメント事業の売上に迫る事業規

模にまで成長しております。 

引越し価格の一括見積りサイトは「引越し侍」の認知度が高まってきており、業界トップクラスの利用件

数に成長するとともに、インターネット回線の紹介サービスなど引越しに関連する周辺サービスの売上も伸

びております。中古車買取価格の一括査定サイトはエコカー補助金の追い風も受けて大きく売上を伸ばすこ

とができました。「すぐ婚navi」は順調に利用者を増やし、当社社員がサービス利用者の式場選びを対面で

お手伝いするウエディングデスクも、東名阪を中心に当事業年度末現在で８店舗まで増やしております。

「ラルーン」は、悩み相談のコミュニティが利用者の支持を得て、利用者数、アクセス数ともに順調に推移

しております。 

以上の結果、当事業年度における売上高は3,100,803千円（前事業年度比98.2％増）、セグメント利益は

539,102千円（前事業年度比201.7％増）となりました。 

 

（次期の見通し） 

引き続き「今から100年続く会社」を目指して、「エンターテインメント事業」と「ライフサポート事業」

をバランスよく伸ばすことで、一定の成長性を確保しながらも経営基盤の安定を図ってまいります。 

「エンターテインメント事業」におきましては、スマートフォン向け当社オリジナルタイトルの「ダーク

サマナー」（平成24年２月にiPhone版を、平成24年７月にAndroid版をリリース）、グリー株式会社との協

業による「AKB48ステージファイター」（平成23年10月リリース）、協業案件第２弾（平成24年６月リリー

ス）の３タイトルが通期で売上に寄与いたします。北米をメインターゲットの１つと想定して企画・開発し

た「ダークサマナー」は海外での会員獲得に力を入れてまいります。第３四半期以降にはスマートフォン向

けの新規タイトルを複数リリースすることを計画しており、「ダークサマナー」に続くヒットを狙います。

このようにエンターテインメント事業では積極的に海外市場にチャレンジし、新規タイトルも投入すること

で大きな成長を狙います。 

「ライフサポート事業」におきましては、引き続き４つの主力サービスである、引越し価格の一括見積り

サイト（「引越し侍」、「引越し価格ガイド」）、中古車買取価格の一括査定サイト（「ナビクル」、「か

んたん車査定ガイド」）、結婚式場の検索・予約・情報サイト（「すぐ婚navi」）、女性向け体調管理・悩

み相談サイト（「ラルーン」）に力を入れてまいります。引越し価格の一括見積サイト及び中古車買取価格

の一括査定サイトでは業界トップクラスのシェアを維持することを目指します。「すぐ婚navi」ではウエデ

ィングデスクを今後も今期並みのペースで増設し、海外ウエディングや二次会ビジネスなどにも力を入れて

引き続き大きな成長を狙います。「ラルーン」は中長期的な視点で大きなメディアとなることを目指し、収

益性よりも会員獲得を優先して運営します。このようにライフサポート事業では現在伸びている既存のサー

ビスをより充実させ、一定のシェアを確保することで、中長期的に安定収益基盤に成長させることを重視し

ていきます。 

以上を踏まえた平成25年７月期の業績予想につきましては、エンターテインメント事業においては、経験

の浅い海外市場及びリリース前の新規タイトルは不確実性が高いため、収益への貢献度を低めに想定し、既

存３タイトルの実績をベースに見積もっております。ライフサポート事業においては、単年度の利益よりも

一定のシェアを確保することを重視する点及び競合サービスとの競争激化も勘案し、緩やかな成長を見込ん

でおります。 

また、技術者不足を解消するために採用活動を強化しており、大阪の開発拠点新設と本社増床に伴う家賃

負担増や人員増に伴う人件費負担増を見込んでおります。 

なお、当社は年次で事業計画を立てているため、第２四半期累計期間の業績予想につきましては開示して

おりません。上記の将来に対する記述、以下の業績予想数値は本資料発表日現在において当社が入手可能な

情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により変動する可能性があります。 
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平成25年７月期 通期業績見通し（平成24年８月１日～平成25年７月31日） 

売上高  9,824百万円（前事業年度比54.0％増） 

営業利益  1,802百万円（前事業年度比68.3％増） 

経常利益  1,802百万円（前事業年度比72.0％増） 

当期純利益 1,050百万円（前事業年度比77.8％増） 

 

(2)  財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当事業年度末における総資産は3,153,153千円となり、前事業年度末に比べ1,351,329千円増加いたしま

した。これは主に、現金及び預金の増加786,391千円、受取手形及び売掛金の増加573,095千円によるもの

であります。 

 

（負債） 

当事業年度末における負債は1,153,713千円となり、前事業年度末に比べ390,410千円増加いたしました。

これは主に、１年以内返済予定の長期借入金の減少149,936千円及び長期借入金の減少105,512千円があっ

たものの、短期借入金の増加84,980千円、未払金の増加386,602千円、未払法人税等の増加121,749千円及

び未払消費税等の増加38,449千円によるものであります。 

 

（純資産） 

当事業年度末における純資産は1,999,439千円となり、前事業年度末に比べ960,918千円増加いたしまし

た。これは、増資による資本金の増加185,073千円及び資本準備金の増加185,073千円、当期純利益の計上

による繰越利益剰余金の増加590,771千円によるものであります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ786,391千円

増加し、当事業年度末には1,339,430千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、815,951千円（前事業年度比117.4％増）となりまし

た。これは主に、売上債権の増加額573,095千円があったものの、税引前当期純利益1,008,815千円及び未

払金の増加381,973千円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） 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、223,199千円（前事業年度比188.0％増）となりまし

た。これは主に、無形固定資産の取得による支出105,162千円及び敷金及び保証金の差入による支出

112,090千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は、193,640千円（前事業年度は173,361千円の使用）と

なりました。これは長期借入金の返済による支出255,448千円があったものの、短期借入金の純増額84,980

千円及び株式の発行による収入364,108千円によるものであります。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成23年７月期 平成24年７月期 

自己資本比率（％） 57.6 63.4 

時価ベースの自己資本比率（％） － 373.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.7 0.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 81.7 572.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注３）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

 

(3)  利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は設立以来、当期純利益を計上した場合においても、財務基盤を強固にすること、積極的な事業展開

を行っていくことが重要であると考え、配当を実施しておりません。一方で、株主への利益還元につきまし

ては、重要な経営課題であると認識しており、将来の事業展開と経営の体質強化のための内部留保を確保し

つつ、剰余金の配当を行うことを検討しております。 

しかしながら、現時点では具体的な配当実施方法及びその実施時期などの詳細は決定しておりません。 

 

 



株式会社エイチーム （3662）平成24年７月期決算短信（非連結） 

― 6 ― 

２．当社の状況 

当社は、インターネット・モバイル端末をベースとしたコンシューマー向けサービスを主軸に、主にゲー

ム・デジタルコンテンツの企画・開発・運営を行う「エンターテインメント事業」と、主に日常生活に密着し

た比較サイトや情報サイトの企画・開発・運営を行う「ライフサポート事業」を展開しております。 

両事業とも、原則として当社の技術者によりサイト・コンテンツを内製開発しており、企画から運営に至る

ノウハウを自社内に蓄積し、両事業におけるサービスの展開に活かしております。 

 

当社事業のビジネスイメージ 
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（1）エンターテインメント事業 

エンターテインメント事業では、「人と人とのつながり（オンライン性）」をテーマに、主に携帯電話及

びタブレット端末向けゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営、その他のインターネット関連サー

ビスの運営を行っております。 

  

① スマートフォン・タブレット端末向けアプリの企画・開発・運営 

Apple Inc.のスマートフォンiPhone・タブレット端末iPadなどのiOS搭載端末向け、及びGoogle Inc.の

Android搭載端末向けに、内製開発による独自企画のゲームアプリ・きせかえアプリ・その他エンターテイ

ンメントアプリ（以下、「スマートフォンアプリ」という。）を提供しております。 

スマートフォンアプリは、スマートフォン・タブレット端末の急速な普及により全世界的に市場が急拡大

しており、日本で主流となっている月額基本無料・アイテム課金制のビジネスモデルが海外でも拡がってき

ております。 

カードバトルゲーム「ダークサマナー（Dark Summoner）」、麻雀ゲーム「麻雀 雷神 -Rising-」、脱出

ゲーム「監獄脱出少女Lie」、きせかえアプリ「[＋]HOME」などが代表的なアプリになります。 

ゲームにつきましては、開発タイトル数を絞って１タイトルに時間とコストをかけることで、クオリティ

の高い自社タイトルを産み出すことに重点を置いております。 

「ダークサマナー」は北米を中心とした海外市場をメインターゲットの１つとして、“ダークファンタジ

ー”をテーマにしたオンラインモンスターバトルゲームです。日本語版と英語版を同時開発し、平成24年２

月にiOS版を、平成24年７月にAndroid版をリリースしており、累計200万ダウンロードを超える多くのファ

ンを獲得しております。 

また、平成22年９月にiPad専用麻雀ゲームとして登場し、順次iPhone版、Andoroid版をリリースした「麻

雀 雷神 -Rising-」は、リリース当初から高いクオリティで利用者の支持を集め、累計300万ダウンロード

を超えるロングヒットとなっております。 

 

② グリー株式会社との協業によるソーシャルゲームの企画・開発・運営 

平成23年８月グリー株式会社との間で締結した業務提携契約に基づき、グリー株式会社と共同でソーシャ

ルゲームの企画・開発・運営を行っております。 

現在は「AKB48ステージファイター」など２タイトルを運営しており、両タイトル共にグリー株式会社の

タイトルとして「GREE」の中で提供され、収益はグリー株式会社と分配しております。 

「AKB48ステージファイター」は人気アイドルグループ「AKB48」初の公式ソーシャルゲームとして、平成

23年10月に従来型携帯電話向けを、平成24年２月にスマートフォン版をリリースしております。「AKB48」

のセンターポジション争奪をモチーフとしたカードバトルゲームで、「GREE」で提供されているソーシャル

ゲームの中でも最短となるサービス提供開始から５ヶ月目で累計登録者数200万人突破するなど、多くのフ

ァンを獲得しております。 

もう１タイトルは大人気アニメの10周年を記念する初の公式ソーシャルゲームとして、平成24年６月に従

来型携帯電話向けを、平成24年８月にスマートフォン版をリリースしております。アニメの登場人物と世界

観をゲーム内で再現しており、今後は北米向けの英語版を皮切りに、日本以外の地域にも提供を予定してお

り、現在、開発を行っております。 

 

③ SNS向けソーシャルアプリの企画・開発・運営 

GREE、mobage、mixiなどのSNSを通じて、ゲームを中心とするソーシャルアプリを提供しております。 

ソーシャルアプリは、月額基本無料・アイテム課金制のサービスが主流となっており、従来型携帯電話向

けに加え、スマートフォン向けゲームアプリが急増しております。 

当社は平成21年８月にソーシャルアプリビジネスに取り組み始めて以来、内製開発した各ゲームタイトル

をGREE、mobage、mixiに多数提供しており、横スクロールアクションゲーム「無限マラソン」、脱出ゲーム

「監獄脱出少女Lie」、公式サイト向け主力タイトル「エターナルゾーン」と連動した「エターナルゾーン 

-エバンの聖戦-」などが代表的なアプリになります。 
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④ 従来型携帯電話向けデジタルコンテンツの企画・開発・運営 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「NTTドコモ」という。）、ＫＤＤＩ株式会社（以下、

「KDDI」という。）、ソフトバンクモバイル株式会社（以下、「ソフトバンクモバイル」という。）が提供

する公式サイトを、さまざまなカテゴリーで運営しております。 

当社は公式サイトビジネスに新規参入した平成15年12月当初から、多数の公式サイトを効率よく構築、運

営、一元管理する独自のシステムを内製開発しております。これにより当社は、ローコストかつ短期間で、

ゲーム、きせかえ、着うたなど、さまざまなカテゴリーに公式サイトを大量に展開することができ、エンタ

ーテインメント事業を当社のビジネスの柱に育てることを実現してまいりました。 

中でも「エターナルゾーン」はEZアプリ初の多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム

（MMORPG）として東京ゲームショウ2006で発表したタイトルであり、今なお多くのファンを支持を得ており

ます。 

なお、今後はスマートフォンの普及が一層進むものと考えているため、原則として従来型携帯電話向け公

式サイトの新規リリースは行わない方針としております。 

 

（2）ライフサポート事業 

ライフサポート事業では、「不安の解消」をテーマに、主に日常生活に密着した比較サイトや情報サイト

などの企画・開発・運営、その他のインターネット関連サービスの運営を行っております。 

 

① 比較サイトの企画・開発及び運営 

引越し価格の一括見積りサイト（「引越し侍」、「引越し価格ガイド」）、中古車買取価格の一括査定サ

イト（「ナビクル」、「かんたん車査定ガイド」）の比較サイトを運営しております。 

 

A） 引越し価格の一括見積りサイト（「引越し侍」、「引越し価格ガイド」） 

引越しを計画している利用者が、当社サイトに現住所・引越し先住所・引越し希望日・荷物の量な

どを入力すると、同時に最大10社の引越し事業者から見積もり提案を受けることができるサービスを

運営しております。 

全国165社（当事業年度末日現在）の引越し事業者と提携しており、当社はサービスを無償で利用

者に提供し、引越し事業者から、事業者に見込み客を紹介することに対する紹介手数料及び成約した

引越し代金に応じた成約報酬を得ております。 

現在、引越しに伴い手続きが必要な電話・インターネット回線・新聞等の申し込みの紹介サービス

等、引越しに関連するサービスの拡充を進めており、平成18年６月にサイトをオープンして以来、順

調に紹介件数及び売上が増加しております。 

 

B） 中古車買取価格の一括査定サイト（「ナビクル」、「かんたん車査定ガイド」） 

車を売却したい利用者が、当社サイトに車種・年式・走行距離などを入力すると、同時に最大10社

の中古車買取事業者から見積もり提案を受けることができるサービスを運営しております。 

中古車買取事業者の業界団体である一般社団法人日本自動車流通研究所（略称 JADRI）を通じて

JADRIに加盟する全国の中古車買取事業者50社と提携しており、当社はサービスを無償で利用者に提

供し、中古車買取事業者から、事業者に見込み客を紹介することに対する紹介手数料を得ております。 

現在、インターネットを中心とする様々な媒体でサイトの露出を増やしており、平成19年９月にサ

イトをオープンして以来、順調に紹介件数及び売上が増加しております。 
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② 情報サイトの企画・開発及び運営 

結婚式場の検索・予約・情報サイト（「すぐ婚navi」）、女性向け体調管理・悩み相談サイト（「ラルー

ン」）などの情報サイトを運営しております。 

 

A） 結婚式場の検索・予約・情報サイト（「すぐ婚navi」） 

「直近の空き日程だからこその特別プラン」をコンセプトにして、今すぐ結婚式を挙げたい人、具

体的には６か月以内に挙式するカップルをメインターゲットにした、結婚式場の見学予約を行うこと

のできるサービスを運営しております。 

当社はサービスを無償で利用者に提供し、結婚式場から、サイトへの情報掲載料、式場に見込み客

を紹介することに対する紹介手数料及び成約した結婚式代金に応じた成約報酬を得ております。 

利用者の満足度を高めるため、平成22年９月に当社社員が利用者の式場選びを対面でお手伝いする

ウエディングデスクを開設しており、当事業年度末日現在、ウエディングデスクの店舗数は、東海エ

リア３店舗、関東エリア１店舗、関西エリア４店舗の合計８店舗となっております。 

挙式に高額な費用がかかることや妊娠を理由に挙式をあきらめているカップルの潜在的な需要の顕

在化に注力して「１組でも多くのカップルに理想の結婚式を挙げるためのきっかけを」提供すること

を追求し、現在、ドレス・指輪・二次会など、結婚式に関連する情報を集めたポータルサービス化を

進めており、平成20年10月にサイトをオープンして以来、順調に紹介件数及び売上が増加しておりま

す。 

 

B） 女性向け体調管理・悩み相談サイト（「ラルーン」） 

当社では、「すべての女性に安心を」をコンセプトとして、女性の体調管理・悩み相談サイトを運

営しております。 

会員は生理日予測・基礎体温管理・体重管理などとともに、悩み相談機能などを基本無料で利用で

き、当社はサイト内に掲載する広告からの収益を主な収入源としております。 

恋愛・結婚・出産・育児など、人生の各ステージで継続的に利用してもらえるような、女性向けお

悩み解消ポータルサービスを標榜し、会員同士のコミュニティ機能を充実させており、平成22年７月

にサイトをオープンして以来、順調に会員数が増加しております。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「みんなで幸せになれる会社」「今から100年続く会社」になることを理念に掲げ、インターネッ

ト・モバイル端末を通じてコンシューマー（個人利用者）の皆さまに、継続的に利用していただける、継続

的に支持していただける、さまざまな自社サービスを提供することを基本方針にしております。 

「今から100年」を言い続けることで、永続的に続く会社になることを目指しており、短期的な収益、一時

的な収益よりも、中長期的な継続成長性を重視して経営を行ってまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社が重視している経営指標は売上と営業利益であります。また、営業上の指標として、エンターテイン

メント事業では、利用者数、利用者１人あたりの月間利用額等を、ライフサポート事業では、利用件数、１

利用件数あたりの獲得単価等を重視しております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、主にゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発・運営を行う「エンターテインメント事業」と、

主に日常生活に密着した比較サイトや情報サイトの企画・開発・運営を行う「ライフサポート事業」を展開

しております。 

エンターテインメント事業では、ヒットタイトルが生まれることで大きな利益を獲得することができる反

面、常に新しいゲーム、新しいコンテンツを作り続ける必要があり、市場環境の変化、技術の変化、強力な

ライバルの出現などに比較的影響を受けやすい傾向があります。 

一方、ライフサポート事業は、日常生活に密着したサービスであるため、サービスが軌道に乗り安心して

使っていただけるブランドとなれば、安定的、かつ継続的に収益を伸ばすことができます。その反面、爆発

的な急成長の可能性は低いという特徴があります。 

当社は「今から100年続く会社になる」ことを目指し、市場環境が大きく変化しにくい安定的な事業の柱を

持ちたいと考えて、エンターテインメント事業が生み出す利益をライフサポート事業に投資してまいりまし

た。 

この特徴の異なる２つの事業を並行して手掛けることにより、経営の安定性と高い成長性のバランスを実

現することができるものと考えております。 

セグメント別の具体的な戦略としては、エンターテインメント事業では、海外市場に積極的にチャレンジ

し、世界共通のスマートフォンプラットフォーム、インターネットを通じて、世界中の皆さまに喜びと楽し

さを提供していきたいと考えております。ライフサポート事業では、人が生まれてから学生時代、就職、結

婚、出産、子育て、教育、老後など、人生のさまざまなステージで当社のサービスを利用していただけるよ

う、順次サービスを拡充していきたいと考えております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後、事業を積極的に展開し、業態を拡大しつつ、経営基盤の安定を図っていくために、以下の点を課題

として認識しており、迅速に対処してまいります。 

 

（1）会社全体における課題 

① エンターテインメント事業とライフサポート事業の連携 

当社は、エンターテインメント事業とライフサポート事業を並行して手掛けていることについて、以

下のような優位性・メリットがあると考えており、両事業による連携をますます深化させることが重要

であると認識しております。 

 

A) 成長と安定の事業バランスについて 

エンターテインメント事業では、ヒットタイトルが生まれることで大きな利益を獲得することがで

きる反面、常に新しいゲーム、新しいコンテンツを作り続ける必要があり、市場環境の変化、技術の

変化、強力なライバルの出現などに比較的影響を受けやすい傾向があります。 

一方、ライフサポート事業は、日常生活に密着したサービスであるため、サービスが軌道に乗り安

心して使っていただけるブランドとなれば、安定的かつ継続的に収益を伸ばすことができます。その

反面、爆発的な急成長の可能性は低いという特徴があります。 
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当社は「今から100年続く会社になる」ことを目指し、市場環境が大きく変化しにくい安定的な事業

の柱を持ちたいと考えて、エンターテインメント事業が生み出す利益をライフサポート事業に投資し

てまいりました。 

この特徴の異なる２つの事業を並行して手掛けることにより、経営の安定性と高い成長性のバラン

スを実現することができるものと考えております。 

 

B) 両事業のシナジー効果について 

(ア) ノウハウの共有 

ライフサポート事業を手掛ける際、エンターテインメント事業で蓄積した Web ベースのシステム開

発ノウハウ、サーバー管理ノウハウなど、技術面でのさまざまな経験、ノウハウを活かした内製開発

により、ローコストでスムーズにサービスを立ち上げることを実現しております。 

技術的な要素だけでなく、効率的なインターネット広告出稿手法や SEO（注）対策等、マーケティ

ング面でも共有できるノウハウが多数存在しており、一方の事業で得たノウハウを他方の事業に共有、

展開しております。 

また、ライフサポート系サービスの中にエンターテインメント系サービスで蓄積したエンターテイ

ンメント要素を加えることにより、当社のライフサポート系サービスを初めて利用する利用者にも、

安心感と親しみやすさを感じてもらえるようなサービスとなるような工夫を意識しております。 

（注）SEO とは、「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジンの検索結果として上位表示

されやすいようにサイトを最適化することであります。 

 

(イ) 相互送客 

各事業内のサービス間での相互送客を意識するだけでなく、エンターテインメント系サービスで手

掛けるゲームにライフサポート系サービスで手掛けるサイトのキャラクターやサービス名称を登場さ

せ、ライフサポート系サービスの利用者にエンターテインメント系サービスで販売するデジタルコン

テンツをプレゼントするなど、自然な形でサービスの認知度を相互に高めることを重視して展開して

おります。 

 

(ウ) 中長期的なブランディング 

利用者が子供の頃、当社のエンターテインメント系サービスを通じてエイチームブランドと初めて

出会い、楽しい思い出とともにエイチームブランドに親しんでもらい、そしてその利用者が成長した

後、数多くのインターネットサービスと出会う中でエイチームブランドと再会し、類似サービスの中

からエイチームのライフサポート系サービスを選んでいただけるようなサービスの展開を目指してお

ります。 

 

② 技術者を中心とした優秀な人材の確保 

優秀な技術者を確保することは当社の継続的な成長に必要不可欠なため、職場環境の改善と採用活動

の多様化に努め、人材の確保を目指しております。そのために、関西エリアで勤務することを希望する

技術者の採用を目的とした大阪での開発拠点の新設を実施するとともに、会社としてのブランディング

の確立や地域貢献等における企業イメージの向上にも力を入れてまいります。 

 

③ 内部統制による業務の標準化と効率化 

事業の多様化及び事業規模の拡大により社員数が増加する中、業務の標準化と効率化の徹底が、今後

の継続的な成長性を左右するものと考えております。このために、今後ますます、内部統制を機能させ

るための環境を柔軟かつ適正に整えていくことが重要であると判断しております。つきましては、内部

牽制体制や内部監査の強化等を通じ、コンプライアンスを徹底するだけでなく、統制活動を通じ業務効

率の改善に努めることで、当社の企業価値を最大限に高める努力をしてまいります。 
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④ 新規事業・サービスへの積極的な取り組み 

当社は、エンターテインメント事業とライフサポート事業を大きな事業軸としておりますが、事業環

境の急激な変化に対応し、競合他社とのし烈な競争を勝ち抜くために、事業規模の拡大と収益源の多様

化を目的に、「インターネット」、「モバイル端末」、「コンシューマー向けサービス」をベースにし

た新たな事業・サービスの開拓に積極的に取り組んでおります。その一環として、当社は四半期毎に社

内から新規事業を公募する制度を設けており、「すぐ婚 navi」はこの制度から生まれた事業であります。

今後も引き続き当該制度を活用し、積極的に新規事業・サービスに挑戦していく所存であります。 

 

（2）エンターテインメント事業における課題 

① 海外市場への対応 

スマートフォンが急速に普及し、全世界で共通のプラットフォームが拡がりつつあるため、日本のア

プリ開発事業者の海外進出が容易になり、また海外のアプリ開発事業者の日本市場への進出が容易にな

ってきております。これにより当社のビジネスチャンスが海外に大きく拡がる反面、グローバル企業と

のし烈な競争にさらされることとなります。そのため、日本国内の市場だけでなく、全世界展開を想定

したアプリの開発に力を入れ、海外の大きなマーケットにチャレンジしてまいります。 

 

② 高性能端末への対応 

スマートフォンやタブレット端末等、従来型携帯電話の性能を大きく超えるモバイル端末の普及が急

速に進んでおります。CPU 性能、画面解像度などの端末性能を最大限に活かしたゲームを開発するため

には高い技術力、開発体制、資金力が必要となります。端末性能を活かし、他社と差別化できるクオリ

ティとボリュームを持ったゲームを開発するために、技術者の採用に力を入れるとともに、タイトル数

を絞り、１タイトルに対して開発期間と開発費を十分にかけて、高品質なゲームを産み出していく方針

です。 

 

③ 安全性・健全性を強化する取り組み 

昨今「コンプガチャ」、「高額課金」、「射幸性」、「リアルマネートレード」などの用語がマスコ

ミに取り上げられており、ソーシャルゲームが社会問題化しております。これまでも当社は、一時的な

売上を追うのではなく、継続的に利用者に利用していただけること、支持していただけることを最重視

して事業に取り組んでおりますが、今後は「リアルマネートレード」などの禁止事項の注意喚起・監視

を一層徹底し、同時に事業者としての意識・常識が、利用者の意識・常識と乖離することのないよう注

意しながら、サービスの運営改善に取り組んでまいります。 

 

（3）ライフサポート事業における課題 

① 利便性、競争力の強化 

スマートフォンの普及により、日常生活でインターネットを利用する機会が増えてきております。こ

れに伴い当社サービスの類似サービスも増えてきております。そのため、利用者満足度の向上、提携事

業者満足度の向上に力を入れ、サイトの改善、サービスの改善に取り組んでまいります。 

 

② 多様化する集客手法への対応 

当社の事業活動において、広告出稿等、集客のための活動は必要不可欠であります。これまでの集客

活動は、インターネット上の検索エンジンやネット広告への出稿が中心となっておりました。今後はこ

れらに加え、SNSや動画サイトによる口コミ効果等、新たな集客手法を積極的に活用してまいります。 
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４.財務諸表 

(1) 貸借対照表 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成23年７月31日) 

当事業年度 

(平成24年７月31日) 

資産の部         

  流動資産         

    現金及び預金   553,038   1,339,430 

    受取手形   2,272   845 

    売掛金   653,338   1,227,860 

    商品及び製品   262   1,808 

    仕掛品   8,246   3,565 

    貯蔵品   1   － 

    前払費用   53,219   56,372 

    繰延税金資産   19,787   33,160 

    前払金   53,950   60,255 

    その他   6,111   6,377 

    貸倒引当金   △9,330   △19,782 

    流動資産合計   1,340,897   2,709,893 

  固定資産         

    有形固定資産         

      建物   56,046   67,469 

       減価償却累計額   △28,000   △35,471 

       建物（純額）   28,045   31,998 

      工具、器具及び備品   57,782   66,536 

       減価償却累計額   △45,561   △52,833 

       工具、器具及び備品（純額）   12,221   13,703 

      有形固定資産合計   40,267   45,701 

    無形固定資産         

      のれん   10,543   － 

      ソフトウエア   130,685   110,748 

      ソフトウエア仮勘定   18,330   9,506 

      無形固定資産合計   159,559   120,254 

    投資その他の資産         

      出資金   550   550 

      破産更生債権等   2,804   1,325 

      長期前払費用   25,001   7,563 

      繰延税金資産   88,416   19,470 

      敷金及び保証金   133,544   236,132 

      その他   13,586   13,586 

      貸倒引当金   △2,804   △1,325 

      投資その他の資産合計   261,099   277,303 

    固定資産合計   460,926   443,259 

  資産合計   1,801,824   3,153,153 
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  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(平成23年７月31日) 

当事業年度 

(平成24年７月31日) 

負債の部         

  流動負債         

    買掛金   47,988   61,724 

    短期借入金   15,020   100,000 

    1年内返済予定の長期借入金   149,936   － 

    未払金   220,784   607,387 

    未払費用   265   950 

    未払法人税等   148,280   270,029 

    未払消費税等   31,662   70,112 

    前受金   2,284   6,871 

    預り金   41,568   36,638 

    流動負債合計   657,791   1,153,713 

  固定負債         

    長期借入金   105,512   － 

    固定負債合計   105,512   － 

  負債合計   763,303   1,153,713 

純資産の部         

  株主資本         

    資本金   55,450   240,523 

    資本剰余金         

      資本準備金   29,250   214,323 

      資本剰余金合計   29,250   214,323 

    利益剰余金         

      その他利益剰余金         

        繰越利益剰余金   953,820   1,544,592 

      利益剰余金合計   953,820   1,544,592 

    株主資本合計   1,038,520   1,999,439 

  純資産合計   1,038,520   1,999,439 

負債純資産合計   1,801,824   3,153,153 
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(2) 損益計算書 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高   4,064,451   6,379,583 

売上原価   906,419   927,999 

売上総利益   3,158,032   5,451,584 

販売費及び一般管理費         

  広告宣伝費   1,035,087   2,331,660 

  貸倒引当金繰入額   9,612   10,201 

  役員報酬   110,253   115,200 

  給料及び手当   617,885   734,165 

  支払手数料   502,611   596,831 

  減価償却費   12,061   17,016 

  のれん償却額   10,543   10,543 

  その他   411,148   565,413 

  販売費及び一般管理費合計   2,709,204   4,381,031 

営業利益   448,828   1,070,552 

営業外収益         

  受取利息   154   106 

  受取配当金   2   2 

  業務受託料   －   800 

  為替差益   －   674 

  補助金収入   2,848   － 

  その他   49   250 

  営業外収益合計   3,054   1,833 

営業外費用         

  支払利息   4,896   1,590 

  固定資産除却損   －   15,522 

  株式交付費   －   6,039 

  為替差損   777   － 

  その他   156   1,301 

  営業外費用合計   5,830   24,453 

経常利益   446,051   1,047,931 

特別利益         

  事業譲渡益   9,200   11,190 

  特別利益合計   9,200   11,190 

特別損失         

  固定資産売却損   －   12,392 

  減損損失   13,678   37,914 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額   4,297   － 

  その他   1,612   － 

  特別損失合計   19,588   50,306 

税引前当期純利益   435,663   1,008,815 

法人税、住民税及び事業税   211,078   362,470 

法人税等調整額   △33,622   55,573 

法人税等合計   177,455   418,044 

当期純利益   258,207   590,771 
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(3) 株主資本等変動計算書 

  （単位：千円） 

 

前事業年度 

(自 平成22年８月１日 

 至 平成23年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年８月１日 

 至 平成24年７月31日) 

株主資本         

  資本金         

    当期首残高   55,450   55,450 

    当期変動額         

      新株の発行   －   185,073 

      当期変動額合計   －   185,073 

    当期末残高   55,450   240,523 

  資本剰余金         

    資本準備金         

      当期首残高   29,250   29,250 

      当期変動額         

        新株の発行   －   185,073 

        当期変動額合計   －   185,073 

      当期末残高   29,250   214,323 

  利益剰余金         

    その他利益剰余金         

      繰越利益剰余金         

        当期首残高   695,613   953,820 

        当期変動額         

          当期純利益   258,207   590,771 

          当期変動額合計   258,207   590,771 

        当期末残高   953,820   1,544,592 

  株主資本合計         

    当期首残高   780,313   1,038,520 

    当期変動額         

      新株の発行   －   370,147 

      当期純利益   258,207   590,771 

      当期変動額合計   258,207   960,918 

    当期末残高   1,038,520   1,999,439 

純資産合計         

  当期首残高   780,313   1,038,520 

  当期変動額         

    新株の発行   －   370,147 

    当期純利益   258,207   590,771 

    当期変動額合計   258,207   960,918 

  当期末残高   1,038,520   1,999,439 
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：千円) 

 
前事業年度 

(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当事業年度 

(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー         

  税引前当期純利益   435,663   1,008,815 

  減価償却費   72,059   96,383 

  減損損失   13,678   37,914 

  貸倒引当金の増減額（△は減少）   263   8,972 

  のれん償却額   10,543   10,543 

  受取利息及び受取配当金   △156   △108 

  支払利息   4,896   1,590 

  固定資産除却損   －   15,522 

  株式交付費   －   6,039 

  事業譲渡損益（△は益）   △9,200   △11,190 

  固定資産売却損益（△は益）   －   12,392 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額   4,297   － 

  売上債権の増減額（△は増加）   △32,392   △573,095 

  たな卸資産の増減額（△は増加）   24,572   3,135 

  仕入債務の増減額（△は減少）   △51,618   13,735 

  未払金の増減額（△は減少）   56,156   381,973 

  その他   △14,348   45,364 

  小計   514,415   1,057,989 

  利息及び配当金の受取額   156   108 

  利息の支払額   △4,590   △1,425 

  法人税等の支払額   △134,698   △240,720 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   375,282   815,951 

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   △6,730   △16,576 

  無形固定資産の取得による支出   △135,152   △105,162 

  無形固定資産の売却による収入   88,363   － 

  敷金及び保証金の差入による支出   △29,063   △112,090 

  事業譲渡による収入   9,200   7,515 

  その他   △4,108   3,114 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △77,491   △223,199 

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）   △18,340   84,980 

  長期借入れによる収入   30,000   － 

  長期借入金の返済による支出   △185,021   △255,448 

  株式の発行による収入   －   364,108 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △173,361   193,640 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   124,430   786,391 

現金及び現金同等物の期首残高   428,608   553,038 

現金及び現金同等物の期末残高   553,038   1,339,430 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6)  重要な会計方針 

１  たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品及び製品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

(2）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

 

２  固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法を採用しております。 

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物          ８～15年 

工具、器具及び備品  ５～20年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

 

３  引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

４  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

５  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
 

 

(7) 会計方針の変更 

当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６月30

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６

月30日）を適用しております。この適用により、平成23年10月27日付及び平成24年６月１日付で行った株式

分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在

株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。 
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(8)  財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社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情報が入手可能であり、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。 

当社は、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「エンターテインメント事業」

及び「ライフサポート事業」の２つを報告セグメントとしております。「エンターテインメント事業」は主に携

帯電話及びタブレット端末向けを中心とするデジタルコンテンツの企画・開発・運営を、「ライフサポート事業」

は、主に日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなど、販売促進サービスサイトの企画・開発・運営を行っ

ております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

財務諸表 
計上額 
(注)２ 

エンターテイン
メント事業 

ライフサポート
事業 

計 

売上高      

  外部顧客への売上高 2,499,615 1,564,836 4,064,451 － 4,064,451 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － 

計 2,499,615 1,564,836 4,064,451 － 4,064,451 

セグメント利益 705,380 178,675 884,055 △435,227 448,828 

その他の項目      

  減価償却費 58,445 6,595 65,040 7,018 72,059 

  のれん償却額 － 10,543 10,543 － 10,543 

  減損損失 － 13,678 13,678 － 13,678 

（注）１．セグメント利益の調整額△435,227千円は、報告セグメントに帰属しない全社費用であります。 

２．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていな

いため記載しておりません。 
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当事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

調整額 
(注)１ 

損益計算書 
計上額 
(注)２ 

エンターテイン
メント事業 

ライフサポート
事業 

計 

売上高      

  外部顧客への売上高 3,278,779 3,100,803 6,379,583 － 6,379,583 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

－ － － － － 

計 3,278,779 3,100,803 6,379,583 － 6,379,583 

セグメント利益 1,126,410 539,102 1,665,512 △594,960 1,070,552 

その他の項目      

  減価償却費 78,639 10,844 89,483 6,899 96,383 

  のれん償却額 － 10,543 10,543 － 10,543 

  減損損失 37,914 － 37,914 － 37,914 

（注）１．セグメント利益の調整額△594,960千円は、報告セグメントに帰属しない全社費用であります。 

２．セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．セグメント資産については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていな

いため記載しておりません。 

 

【関連情報】 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３  主要な顧客ごとの情報                             （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

ＫＤＤＩ株式会社 1,088,460 エンターテインメント事業 

一般社団法人 日本自動車流通研究所 550,746 ライフサポート事業 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 517,975 エンターテインメント事業 

（注）ＫＤＤＩ株式会社への売上高には同社が利用料金の回収を委託している京セラコミュニケーションシステム

株式会社への売上高が含まれております。 
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当事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３  主要な顧客ごとの情報                             （単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

一般社団法人 日本自動車流通研究所 1,141,367 ライフサポート事業 

グリー株式会社 865,973 エンターテインメント事業 

ＫＤＤＩ株式会社 826,746 エンターテインメント事業 

Apple Inc. 730,640 エンターテインメント事業 

（注）ＫＤＤＩ株式会社への売上高には同社が利用料金の回収を委託している京セラコミュニケーションシステム

株式会社への売上高が含まれております。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日）                （単位：千円） 

 エンターテイン 

メント事業 

ライフサポート 

事業 
全社・消去 合計 

当期償却額 － 10,543 － 10,543 

当期末残高 － 10,543 － 10,543 

 

当該事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日）               （単位：千円） 

 エンターテイン 

メント事業 

ライフサポート 

事業 
全社・消去 合計 

当期償却額 － 10,543 － 10,543 

当期末残高 － － － － 
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自  平成22年８月１日  至  平成23年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自  平成23年８月１日  至  平成24年７月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年７月31日) 

当事業年度 
(自  平成23年８月１日 

  至  平成24年７月31日) 

１株当たり純資産額 129.41円 217.41円 

１株当たり当期純利益金額 32.18円 69.99円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －円 67.37円 

(注) １  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

２．当社は、平成23年10月27日付で１株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、平成24年６

月１日付で１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行

われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額を算定しております。 

 

 

項目 
前事業年度 

(自  平成22年８月１日 
  至  平成23年７月31日) 

当事業年度 
(自  平成23年８月１日 

  至  平成24年７月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 258,207 590,771 

普通株式に係る当期純利益(千円) 258,207 590,771 

普通株式の期中平均株式数(株) 26,750 8,441,176 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数(株) － 328,035 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

－ 

 

３．「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」

（企業会計基準第２号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。この適用により、平成

23年10月27日付及び平成24年６月１日付で行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定して

１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定

しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前事業年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利

益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は以下の通りです。 

１株当たり純資産額           38,823.21円 

１株当たり当期純利益金額         9,652.62円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     －円 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

表示方法の変更及び追加情報、並びに財務諸表に関する注記事項のうち、貸借対照表関係、損益計算書関係、

株主資本等変動計算書関係、キャッシュ・フロー計算書関係、リース取引関係、金融商品関係、ストック・オ

プション等関係、税効果会計関係及び関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．その他 

(1) 役員の異動 

該当事項はありません。 

 

 

 

 


