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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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 ％

24年9月期第3四半期 433 △15.0 △85 ― △84 ― △51 ―
23年9月期第3四半期 509 20.4 △21 ― △20 ― △11 ―

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

24年9月期第3四半期 △505.00 ―
23年9月期第3四半期 △108.86 ―

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9月期第3四半期 1,932 1,816 94.0 17,674.41
23年9月期 2,522 1,930 76.5 18,779.40
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  1,816百万円 23年9月期  1,930百万円

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  
 

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

23年9月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 300.00 300.00

3. 平成24年 9月期の業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 1,300 △16.8 250 △53.1 250 △53.1 155 △51.4 1,507.78



(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   ：  無
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9月期3Q 102,800 株 23年9月期 102,800 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q ― 株 23年9月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 102,800 株 23年9月期3Q 102,000 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、四半期財務諸表に対する
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．２「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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（１）経営成績に関する定性的情報 

 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３四半期累計期間の製品部門におきましては、 ゲーム大賞やプレイステーションアワード、ファミ通アワ

ードなど、数々の受賞の栄誉に輝いたゲームソフト「英雄伝説 零の軌跡」、「英雄伝説 碧の軌跡」、そしてその

原点である「英雄伝説 空の軌跡」からなる「軌跡」シリーズの販売が引き続き好調に推移しました。  

 また、「英雄伝説 零の軌跡」、「英雄伝説 碧の軌跡」のダブル受賞を記念して「零＆碧の軌跡ゴールドセッ

ト」を発売しました。ＰＳＰ市場における当社ファン層の拡大により、「イースＳＥＶＥＮ」をはじめとした既発

売製品の需要も喚起され、定番製品として当第３四半期累計期間におきましても毎月着実に販売数を伸ばすことが

できました。その結果、製品部門の当第３四半期累計期間の売上高は246百万円（前年同期比37.9％減）となりま

した。  

 ライセンス部門におきましては、「英雄伝説 空の軌跡」のアニメーションが発売され、好評を博したほか、コ

ミック、小説、アートブック、ドラマＣＤ、フィギュアなど、各種メディアでの展開を進めました。  

 当社のゲームコンテンツを利用したオンラインゲーム、アプリ開発等の引き合いも活発化しており、スマートフ

ォン端末へのコンテンツ供給も進みました。その結果、ライセンス部門の当第３四半期累計期間の売上高は186百

万円（前年同期比66.7％増）となりました。  

 それらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は433百万円（前年同期比15.0％減）、営業損失は85百

万円(前年同期は21百万円の営業損失）、経常損失は84百万円（前年同期は20百万円の経常損失）、四半期純損失

は51百万円（前年同期は11百万円の四半期純損失）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（総資産）   

 当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末と比較して590百万円減少し1,932百万円となりました。

その 

主な要因は、現金及び預金の増加307百万円に対して、売掛金の減少987百万円があったことによるものでありま

す。  

  

（負債）   

 当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比較して476百万円減少し115百万円となりました。そ

の主な要因は買掛金の減少198百万円、未払法人税等の減少204百万円があったことによるものであります。  

  

（純資産）   

 当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比較して113百万円減少し1,816百万円となりまし

た。その要因は、剰余金の配当が61百万円あったこと、及び四半期純損失を51百万円計上したことによるものであ

ります。  

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、平成23年11月11日に公表しました業績予想に変更はありません。  

   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。   

     

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

（３）追加情報 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する 

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,379,449 1,687,413

売掛金 1,002,750 15,697

製品 6,450 2,849

原材料 5,281 29,694

その他 52,802 130,163

流動資産合計 2,446,735 1,865,818

固定資産   

有形固定資産 12,614 13,827

無形固定資産 3,099 9,883

投資その他の資産 60,477 43,045

固定資産合計 76,191 66,756

資産合計 2,522,926 1,932,574

負債の部   

流動負債   

買掛金 230,520 31,769

未払法人税等 204,886 227

賞与引当金 19,350 5,300

その他 137,647 78,348

流動負債合計 592,404 115,645

負債合計 592,404 115,645

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 1,447,029 1,333,435

株主資本合計 1,930,522 1,816,928

純資産合計 1,930,522 1,816,928

負債純資産合計 2,522,926 1,932,574
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 509,774 433,353

売上原価 142,224 91,910

売上総利益 367,549 341,442

販売費及び一般管理費 389,480 426,670

営業損失（△） △21,930 △85,227

営業外収益   

受取利息 166 171

未払配当金除斥益 1,058 966

営業外収益合計 1,224 1,137

経常損失（△） △20,706 △84,089

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,236 －

特別利益合計 3,236 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 526 －

特別損失合計 526 －

税引前四半期純損失（△） △17,996 △84,089

法人税、住民税及び事業税 397 397

法人税等調整額 △7,289 △32,573

法人税等合計 △6,891 △32,176

四半期純損失（△） △11,104 △51,913
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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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