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1.  平成25年7月期第3四半期の連結業績（平成24年8月1日～平成25年4月30日） 

（注）当社は平成25年７月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年７月期第３四半期の数値及び対同年同四半期増減

率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成25年７月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年７月期の数値は記載しておりません。 

 

(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7月期第3四半期 8,373 ― 1,335 ― 1,341 ― 815 ―

24年7月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年7月期第3四半期 815百万円 （―％） 24年7月期第3四半期 ―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7月期第3四半期 86.56 84.20

24年7月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年7月期第3四半期 4,510 3,273 72.6

24年7月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   25年7月期第3四半期  3,273百万円 24年7月期  ―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  

   第２四半期末配当金の内訳 25年７月期 特別配当 10円00銭 記念配当 1円22銭 

   平成25年７月期の期末配当予想につきましては、現在未定です 

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

24年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年7月期 ― 11.22 ―

25年7月期（予想） ― ―

3. 平成25年 7月期の連結業績予想（平成24年 8月 1日～平成25年 7月31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  

   当社は平成25年７月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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 9,824 ― 1,802 ― 1,802 ― 1,050 ― 114.22



(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  ：  無  

(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、四半期連結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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

1. 当社は平成25年７月期第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年７月期第３四半期及び24年７月期の数値については記載

しておりません.。 

2. 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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有

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7月期3Q 9,587,000 株 24年7月期 ― 株

② 期末自己株式数 25年7月期3Q ― 株 24年7月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期3Q 9,426,028 株 24年7月期3Q ― 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 
新政権による金融政策、それに伴う株価の上昇と円安の進行により企業業績が回復傾向にあり、昨年まで

の減速、閉塞した経済環境から持ち直しつつあります。 

国内のインターネットを取り巻く環境につきましては、インターネット利用者数は平成 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 25 年４月時点で携帯電話契約件数は１億 3,220 万

件（前年同期比 5.9%増）（一般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。高性能・高機能なスマートフォンやタブレット

端末の普及により、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。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拡大し、競争の激化が進んでおります。 

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市場とともに、海外市場をターゲットにしたスマ

ートフォンアプリに、ライフサポート事業では既存４サービスの更なる充実に積極的に取り組みました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は 8,373,905 千円、営業利益は 1,335,409 千円、経常利

益は 1,341,602 千円、四半期純利益は 815,924千円となりました。 

なお、当第３四半期累計期間におけるセグメント別の業績は以下のとおりであります。 

 

＜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、前事業年度から、スマートフォンアプリの企画・開発・運営及びグローバル展開に力を入れており

ます。 

スマートフォン向け主力タイトルの「ダークサマナー」（英語版：Dark Summoner）は、平成 25 年４月に

累計ダウンロード数が 600 万件を突破いたしました。iPhone 版、Android 版ともに月商１億円以上を維持し

ており、Android 版が Google Play 総合トップセールスランキングにおいて、海外 24 カ国で 10 位以内にラン

クインするなど、海外でも大きなヒットとなっております。平成 25 年４月には同タイトルの韓国語版を追加

リリースしております。 

グリー株式会社との協業２タイトル「AKB48 ステージファイター」、「NARUTO -ナルト- 忍マスターズ」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。 

なお、当第３四半期連結会計期間において、「ダークサマナー」のブランディングの向上と新規利用者の

獲得を目的とした TVCM を行い、韓国語版リリースに際して韓国でのプロモーションを行っております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は5,089,202千円、セグメント利益は1,485,165千円とな

りました。 

 

＜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」）が主力サービスになり

ます。 

引越し価格の一括見積りサイト、中古車買取価格の一括査定サイトは、同業他社との競合が激化する中、

業界トップクラスのシェアを維持しております。当社の第３四半期連結会計期間に含まれる２月、３月は引

越しシーズン、車の買い替え需要期にあたるため、引越し価格の一括見積りサイト、中古車買取価格の一括

査定サイトは１年の中でもっとも利用者数が多い時期となります。 

「すぐ婚 navi」につきましては、平成 25 年４月に当該事業を「株式会社 A.T.brides」に分社化し、東海

地区で大規模なブライダルイベントを開催するなど、積極的にブランディングの強化に取り組んでおります。

平成 25 年４月末時点で関東・静岡・東海・京都滋賀・関西・福岡の６地域に展開し、社員が対面で結婚式場

選びをお手伝いするウエディングデスクは合計 12店舗になりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は3,284,703千円、セグメント利益は452,582千円とな

りました。 
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(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

①  資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4,510,909千円となりました。 

 

②  負債 

当第３四半期連結会計期間における負債は1,237,749千円となりました。 

 

③  純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は3,273,160千円となりました。 

 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

「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、日本語版、英語版それぞれ同時

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）、

「NARUTO-ナルト-忍マスターズ」（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。

平成 25 年５月にリリースしましたスマートフォン向け新規タイトルの競走馬育成ゲーム「ダービーインパク

ト」に加え、第４四半期から来期に掛けて、「ダークサマナー」に続くダークシリーズ最新作「ダークラビ

リンス」（英語版：Dark Rebirth）、ファンタジーカードバトル「レギオンウォー」の新規２タイトルをリ

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「ダークサマナー」及びグリー株式会社との協業２タイトルの既存３タイトルを着実に運営

しながら、積極的に海外市場にチャレンジし、新規タイトルを投入することで大きな成長を狙います。また、

成長を実現するための優秀な人材の確保にも積極的に取り組んでまいります。 

「ライフサポート事業」におきましては、引越し価格の一括見積りサイト、及び中古車買取価格の一括査

定ガイドでは通年で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。 

また、順調に成長しているブライダル事業を平成 25 年４月に分社化いたしましたが、ウエディングデスク

店舗数やサービスエリアの拡大にも重点を置き、今後一層営業活動を加速させます。また、海外ウエディン

グや結婚式二次会プロデュース事業にも注力し、「株式会社 A.T.brides」としてのサービス全体の幅を広げ

てまいります。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一層充実させ、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月期の連結業績予想につきましては、平成 24 年９月 14 日発表の個別の業績予

想と同一になります。また、平成 25年７月期の個別業績予想につきましても、変更はございません。 

上記の将来に対する記述、連結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。 

なお、第４四半期以降にリリースを予定している「ダークラビリンス」、「レギオンウォー」については、

リリースと同時に大規模なプロモーションをかける可能性があり、リリース時期によっては第４四半期の売

上、利益に大きな影響を与える可能性があります。発表後に新たに算出した予想値が、当初の予想値と大幅

に乖離することが判明した場合は、速やかに通期連結の業績予想を修正し、開示させていただきます。 

 

 

 

平成25年７月期 通期連結業績見通し（平成24年８月１日～平成25年７月31日） 

売上高  9,824百万円 

営業利益  1,802百万円 

経常利益  1,802百万円 

当期純利益 1,050百万円 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(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。 

 

なお、当社は、ブライダル事業を分離、独立事業会社化し、意思決定の迅速化及び事業の効率化を図ること

を目的として、平成25年２月22日付で株式会社A.T.brides（連結子会社）を新規設立し、平成25年４月１日を

効力発生日として当社のブライダル事業を吸収分割の方法により承継させております。 

 

この結果、平成25年４月30日現在では、当社グループは、当社及び子会社１社により構成されることとなり

ました。 

 

(2)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年８月１日以後に取得した有形固定資産

においては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更が、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1)  四半期連結貸借対照表 

 （単位：千円） 

 
当第３四半期連結会計期間 

（平成25年４月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金   2,058,365 

    受取手形及び売掛金   1,236,384 

    有価証券   101,800 

    たな卸資産   7,570 

    その他   430,540 

    貸倒引当金   △46,429 

    流動資産合計   3,788,231 

  固定資産     

    有形固定資産   116,016 

    無形固定資産   266,653 

    投資その他の資産     

      敷金及び保証金   287,637 

      その他   54,648 

      貸倒引当金   △2,277 

      投資その他の資産合計   340,008 

    固定資産合計   722,678 

  資産合計   4,510,909 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金   61,022 

    短期借入金   100,000 

    未払金   638,468 

    未払法人税等   342,975 

    その他   95,282 

    流動負債合計   1,237,749 

  負債合計   1,237,749 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金   523,199 

    資本剰余金   496,999 

    利益剰余金   2,252,960 

    株主資本合計   3,273,160 

  純資産合計   3,273,160 

負債純資産合計   4,510,909 
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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） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年８月１日 

  至 平成25年４月30日） 

売上高   8,373,905 

売上原価   964,607 

売上総利益   7,409,298 

販売費及び一般管理費   6,073,889 

営業利益   1,335,409 

営業外収益     

  受取利息   276 

  保険解約返戻金   10,208 

  為替差益   5,797 

  その他   1,397 

  営業外収益合計   17,680 

営業外費用     

  支払利息   265 

  固定資産除却損   6,856 

  株式交付費   4,365 

  営業外費用合計   11,487 

経常利益   1,341,602 

特別損失     

  減損損失   24,582 

  特別損失合計   24,582 

税金等調整前四半期純利益   1,317,019 

法人税等   501,094 

少数株主損益調整前四半期純利益   815,924 

四半期純利益   815,924 

 

 

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） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年８月１日 

  至 平成25年４月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益   815,924 

四半期包括利益   815,924 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益   815,924 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年８月１日  至  平成25年４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） 

 
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 
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 5,089,202 3,284,703 8,373,905 － 8,373,905 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 5,089,202 3,284,703 8,373,905 － 8,373,905 

セグメント利益 1,485,165 452,582 1,937,748 △602,339 1,335,409 

（注） １．セグメント利益の調整額△602,339千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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。 

 

 

 

 


