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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2月期第3四半期 6,242 △5.1 138 △29.3 138 △27.3 73 △44.2

24年2月期第3四半期 6,579 △8.3 195 △32.0 189 △34.0 132 12.3

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 72百万円 （△43.9％） 24年2月期第3四半期 128百万円 （―％）

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2月期第3四半期 8.99 ―

24年2月期第3四半期 16.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 3,986 1,967 48.7
24年2月期 3,269 1,986 60.2

（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  1,941百万円 24年2月期  1,967百万円

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

24年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

25年2月期 ― 6.00 ―

25年2月期（予想） 6.00 12.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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 8,000 △9.4 110 △52.9 110 △53.1 50 △69.7 6.08



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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って大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年2月期3Q 8,359,103 株 24年2月期 8,359,103 株

② 期末自己株式数 25年2月期3Q 133,860 株 24年2月期 133,845 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 8,225,249 株 24年2月期3Q 8,225,300 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は6,242百万円（前年同期比5.1％減）、営業利益は138百万円（前
年同期比29.3％減）、経常利益は138百万円（前年同期比27.3％減）、四半期純利益は73百万円（前年同期比
44.2％減）となりました。 
   
 セグメントの概況は次のとおりであります。 
＜キャラクターエンタテインメント事業＞ 
アミューズメント部門におきましては、多店舗展開するオペレーターを中心に、顧客ごとのニーズに即した商品
を提案することによってシェアの拡大を図りました。商品では、「ＡＫＢ48」「モケケ」「Ｍｏｊａ！」等のキャ
ラクターの売上が好調に推移しましたが、前年同期に人気であった「Ｂａｂｙ ＣＯＣＯ」や「すーぱーそに子」
等の反動により、売上高は2,862百万円とほぼ前年同期の水準となりました。 
ＳＰ（セールスプロモーション）部門におきましては、出版会社をはじめとして、外食・食品・製薬等、様々な
業界からの受注を獲得できましたが、前年同期のような大型案件がとれず、売上高は562百万円（前年同期比
26.0％減）となりました。 
ＥＣ（イーコマース）部門におきましては、自社オリジナルキャラクターである「でぶねこ」を中心に、他社と
差別化できる商品の開発にシフトしました。また、自社サイトに特化集中するために１サイトを閉鎖した結果、売
上高は30百万円（前年同期比55.3％減）となりましたが、自社サイトへの集客及び売上が改善されつつあります。
以上の結果、売上高は3,456百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は57百万円（前年同期比290.2％増）とな
りました。 

  
＜キャラクター・ファンシー事業＞ 
当事業におきましては、大手コンビニエンスストア、家電量販店及びカード専門ショップに対する「ＡＫＢ48」
関連グッズの売上や、新たなヒットキャラクターが好調でありましたが、昨年まで大ヒットを記録した人気キャラ
クターの落ち込みが大きく影響いたしました。 
以上の結果、売上高は2,180百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は109百万円（前年同期比42.4％減）とな
りました。 

  
＜リテイル事業＞ 
当事業を運営している株式会社ナカヌキヤは、平成25年２月末をもって清算することが決定しており、それに伴
って商品の仕入を制限したため、「ナカヌキヤ」３店舗におきましては前年同期の売上高を下回る結果となりまし
た。  
「SALAD BOWL」３店舗におきましても、上述のとおり、事業清算を見据えた店舗運営を行った結果、総じて厳し
い状況となりました。 
以上の結果、売上高は605百万円（前年同期比5.1％減）、営業損失は45百万円（前年同期は18百万円の営業損
失）となりました。 

  （２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ717百万円増加し、3,986百万円となり
ました。これは主に、東京新ビルの取得による土地の増加額273百万円、受取手形及び売掛金の増加額218百万円、
商品の増加額134百万円によるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ735百万円増加し、2,018百万円
となりました。これは主に、買掛金の増加額303百万円、短期借入金の増加額300百万円、賞与引当金の増加額46百
万円によるものであります。純資産は、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、1,967百万円となりました。こ
れは主に、利益剰余金の減少額24百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
  平成25年２月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月11日に公表いたしました連結業績予想から変更は
ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。 

     
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 
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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法
によっております。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

    
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（会計方針の変更） 
第１四半期連結会計期間より、「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）及び「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）を適用しております。 
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に当たり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・
オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正
な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

   
（４）追加情報 
（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  
当第１四半期連結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。 

  

該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 775,960 778,762 
受取手形及び売掛金 998,980 1,217,668 
商品 339,147 473,261 
未収還付法人税等 － 23,025 
繰延税金資産 20,606 13,994 
その他 82,959 80,273 
貸倒引当金 △5,134 △7,507 

流動資産合計 2,212,520 2,579,479 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 424,036 528,521 
減価償却累計額 △162,244 △173,121 

建物及び構築物（純額） 261,792 355,400 
車両運搬具 11,823 12,929 
減価償却累計額 △7,270 △9,287 

車両運搬具（純額） 4,552 3,642 
その他 65,639 85,323 
減価償却累計額 △57,076 △64,313 

その他（純額） 8,562 21,009 
土地 266,356 539,494 
建設仮勘定 84,400 － 

有形固定資産合計 625,663 919,546 
無形固定資産 16,472 76,581 
投資その他の資産   
投資有価証券 51,998 46,315 
繰延税金資産 5,741 5,832 
その他 372,940 369,087 
貸倒引当金 △15,997 △10,332 

投資その他の資産合計 414,682 410,903 

固定資産合計 1,056,819 1,407,031 

資産合計 3,269,339 3,986,510 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 537,731 840,831 
短期借入金 350,000 650,000 
未払法人税等 35,410 32,324 
賞与引当金 37,482 83,664 
資産除去債務 － 32,081 
その他 176,273 243,950 
流動負債合計 1,136,897 1,882,853 

固定負債   
繰延税金負債 692 117 
役員退職慰労引当金 132,119 135,419 
資産除去債務 10,085 － 
その他 3,472 330 
固定負債合計 146,370 135,867 

負債合計 1,283,268 2,018,721 
純資産の部   
株主資本   
資本金 440,948 440,948 
資本剰余金 471,887 471,887 
利益剰余金 1,105,241 1,080,520 
自己株式 △51,200 △51,203 

株主資本合計 1,966,877 1,942,153 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 2,597 872 
繰延ヘッジ損益 228 208 
為替換算調整勘定 △2,238 △2,162 

その他の包括利益累計額合計 587 △1,081 

新株予約権 18,606 26,718 
純資産合計 1,986,071 1,967,789 

負債純資産合計 3,269,339 3,986,510 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 6,579,284 6,242,495 
売上原価 4,788,086 4,471,279 
売上総利益 1,791,197 1,771,216 
販売費及び一般管理費   
給料及び手当 585,453 582,748 
賞与引当金繰入額 82,930 83,664 
退職給付費用 20,640 17,422 
役員退職慰労引当金繰入額 5,442 5,385 
その他 901,387 943,917 
販売費及び一般管理費合計 1,595,854 1,633,138 

営業利益 195,343 138,077 

営業外収益   
受取利息 159 237 
受取配当金 1,538 1,680 
その他 6,137 13,667 
営業外収益合計 7,835 15,586 

営業外費用   
支払利息 2,978 4,457 
投資有価証券評価損 2,210 2,978 
その他 8,273 8,213 
営業外費用合計 13,462 15,650 

経常利益 189,716 138,013 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 47,659 
その他 3,760 192 
特別利益合計 3,760 47,851 

特別損失   
減損損失 － ※1  29,427 

特別退職金 － ※2  37,201 

その他 6,221 － 

特別損失合計 6,221 66,629 

税金等調整前四半期純利益 187,256 119,236 

法人税、住民税及び事業税 62,018 39,055 
法人税等調整額 △7,437 6,198 
法人税等合計 54,581 45,253 

少数株主損益調整前四半期純利益 132,674 73,982 

四半期純利益 132,674 73,982 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 132,674 73,982 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △3,589 △1,724 
繰延ヘッジ損益 270 △20 
為替換算調整勘定 △550 75 

その他の包括利益合計 △3,869 △1,669 

四半期包括利益 128,805 72,313 
（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 128,805 72,313 
少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。 

    

該当事項はありません。   

    

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日  至 平成23年11月30日） 
１．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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額8,844千円は、セグメント間取引消去等であります。  
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

   
２．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 
 該当事項はありません。 

  
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日  至 平成24年11月30日） 
１．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 

（単位：千円） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額16,140千円は、セグメント間取引消去等であります。  
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

   
２．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 
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

（５）セグメント情報等

   

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

キャラクター 
エンタテイン 
メント事業 

キャラクター・ 
ファンシー  
事業 

リテイル 
事業 計 

 売上高 
            

外部顧客への売上高  3,688,495  2,252,721  638,067  6,579,284  －  6,579,284

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 20,517  176,483  －  197,000  (197,000)  －

計  3,709,013  2,429,205  638,067  6,776,285  (197,000)  6,579,284

セグメント利益 
又は損失（△） 

 14,743  190,401  △18,646  186,498  8,844  195,343

   

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

キャラクター 
エンタテイン 
メント事業 

キャラクター・ 
ファンシー  
事業 

リテイル 
事業 計 

 売上高 
            

外部顧客への売上高  3,456,003  2,180,988  605,504  6,242,495  －  6,242,495

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

 317,396  221,632  －  539,028  (539,028)  －

計  3,773,399  2,402,621  605,504  6,781,524  (539,028)  6,242,495

セグメント利益 
又は損失（△） 

 57,522  109,720  △45,305  121,937  16,140  138,077
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