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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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3月期第1四半期 734 △30.7 100 △30.1 85 △41.4 32 △68.2
24年3月期第1四半期 1,060 △28.7 144 △68.1 145 △66.5 101 △65.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 18百万円 （△82.2％） 24年3月期第1四半期 102百万円 （△62.8％）

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3月期第1四半期 3.36 ―
24年3月期第1四半期 10.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 8,259 7,623 92.2
24年3月期 8,389 7,720 92.0
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 7,619百万円 24年3月期 7,716百万円

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3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 10.00 ― 12.00 22.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3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）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

第2四半期(累計) 1,697 △13.4 229 △17.1 229 △14.6 109 △28.9 11.38
通期 3,405 △7.4 554 4.6 554 4.0 313 △23.7 32.65



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況

の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は【添付資料】２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報」(３)連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。

※  注記事項

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3月期1Q 10,649,000 株 24年3月期 10,649,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,051,218 株 24年3月期 1,051,218 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,597,782 株 24年3月期1Q 9,666,351 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要を背景に緩やかな回復傾向にあるもののデフレや電

力供給の制約に加え、海外では欧州政府債務危機により世界経済は減速感が広がりつつあり、依然として厳しい状

況にあります。

当社グループの主力事業であるモバイルコンテンツ事業を取り巻く環境は、スマートフォンを中心とした携帯電

話端末やタブレット端末などの普及により、音楽・映像・電子書籍等のコンテンツサービスが広がりを見せており

ます。

このような環境下におきまして、当社グループは中期的な経営課題である新たな中期的な収益モデルの育成を図

る「新たな成長へのチャレンジ」に取り組んでおります。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高734,400千円（前年同期比30.7％減）、営業利益100,893

千円（前年同期比30.1％減）、経常利益85,025千円（前年同期比41.4％減）、四半期純利益32,325千円（前年同期

比68.2％減）となりました。

（モバイルコンテンツ事業）

モバイルコンテンツ事業におきましては、スマートフォンの急激な市場拡大に対応するため、スマートフォン向

けの月額課金サービスの提供及びアプリ販売に注力しております。また、フィーチャーフォン向け月額課金サービ

スの会員数の維持にも取り組んでおります。

上記の結果、売上高628,809千円（前年同期比18.6％減）、セグメント利益270,804千円（前年同期比14.8％増）

となりました。

（モバイルコマース事業）

モバイルコマース事業におきましては、サイト限定のキャラクター商品の品目数を増やしユーザーへの魅力を高

めることやスマートフォン向けのプロモーション展開を強化することにより、コマースビジネスの売上高の拡大を

図っております。

また、ライセンス及びセールスプロモーションビジネスではライセンス提携先の拡充に引き続き、取り組んでお

ります。

上記の結果、売上高51,015千円（前年同期比20.1％減）、セグメント損失16,800千円（前年同期は13,343千円の

セグメント損失）となりました。

（パッケージソフトウェア事業）

パッケージソフトウェア事業におきましては、変化する家庭用及び携帯型ゲーム機市場において、高いユーザー

ロイヤリティのタイトルを販売するため「メダロット」シリーズの 新作の開発に取り組んでおります。

上記の結果、売上高11,917千円（前年同期比94.4％減）、セグメント損失62,346千円（前年同期は28,622千円の

セグメント利益）となりました。

（投資教育事業）

投資教育事業におきましては、銀行及び証券会社が投資信託を販売するための支援ツールである投資信託提案支

援システムのコンテンツの充実に加え、銀行及び証券会社の導入先の拡大にも取り組んでおります。

上記の結果、売上高42,729千円（前年同期比315.8％増）、セグメント損失22,756千円（前年同期は24,117千円

のセグメント損失）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して129,935千円減少した

8,259,524千円となりました。その主な要因は、売掛金が98,718千円の減少となったことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して33,251千円減少した636,113千円となりました。その主な要因は、営

業未払金が26,853千円の減少となったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比較して96,683千円減少した7,623,410千円となりました。その主な要因は、剰

余金の配当により利益剰余金が82,847千円の減少となったこと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３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績見通しは、平成24年５月11日付の決算短信で公表

した数値からの変更はありません。

（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。

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



（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる当第１四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。



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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,566,098 6,592,906

受取手形及び売掛金 781,052 682,334

商品及び製品 21,858 21,513

仕掛品 828 1,002

原材料及び貯蔵品 4 3

その他 166,965 171,573

貸倒引当金 △35,864 △42,383

流動資産合計 7,500,945 7,426,950

固定資産

有形固定資産 101,450 97,331

無形固定資産 42,680 41,449

投資その他の資産

投資有価証券 370,969 337,463

その他 404,373 385,489

貸倒引当金 △30,959 △29,159

投資その他の資産合計 744,383 693,792

固定資産合計 888,514 832,574

資産合計 8,389,459 8,259,524

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,755 11,692

営業未払金 424,989 398,136

未払法人税等 64,870 61,032

賞与引当金 － 3,750

その他 154,622 158,501

流動負債合計 665,238 633,112

固定負債 4,127 3,001

負債合計 669,365 636,113

純資産の部

株主資本

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金 2,466,023 2,466,023

利益剰余金 3,248,972 3,166,124

自己株式 △622,269 △622,269

株主資本合計 7,761,726 7,678,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △45,374 △59,515

その他の包括利益累計額合計 △45,374 △59,515

新株予約権 3,742 4,047

純資産合計 7,720,094 7,623,410

負債純資産合計 8,389,459 8,259,524



（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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,060,222 734,400

売上原価 503,796 290,680

売上総利益 556,426 443,720

販売費及び一般管理費 412,096 342,827

営業利益 144,330 100,893

営業外収益

貸倒引当金戻入額 1,800 1,800

未払配当金除斥益 － 809

その他 8,123 363

営業外収益合計 9,923 2,973

営業外費用

為替差損 7,920 10,811

持分法による投資損失 555 6,267

その他 623 1,761

営業外費用合計 9,100 18,840

経常利益 145,153 85,025

特別利益

固定資産売却益 － 20,000

特別利益合計 － 20,000

特別損失

投資有価証券評価損 － 3,492

特別損失合計 － 3,492

税金等調整前四半期純利益 145,153 101,533

法人税、住民税及び事業税 25,295 59,452

法人税等調整額 18,263 9,755

法人税等合計 43,559 69,207

少数株主損益調整前四半期純利益 101,594 32,325

四半期純利益 101,594 32,325



（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 101,594 32,325

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 678 △14,140

その他の包括利益合計 678 △14,140

四半期包括利益 102,272 18,184

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 102,272 18,184

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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

（注）１．セグメント利益（又は損失)の調整額は、セグメント間取引消去329千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△83,044千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部

門等にかかる費用であります。

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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

（注）１．セグメント利益（又は損失)の調整額は、セグメント間取引消去△170千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△67,837千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

管理部門等にかかる費用であります。

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。

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

モバイル
コンテンツ

事業
（千円）

モバイル
コマース
事業

（千円）

パッケージ
ソフト

ウェア事業
（千円）

投資教育
事業

（千円）

計
（千円）

調整額
（千円）
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（千円）
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 772,517 63,878 213,550 10,276 1,060,222 － 1,060,222

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 143 － 143 (143) －

計 772,517 63,878 213,694 10,276 1,060,366 (143) 1,060,222

セグメント利益

(又は損失)
235,883 (13,343) 28,622 (24,117) 227,045 (82,715) 144,330

モバイル
コンテンツ

事業
（千円）

モバイル
コマース
事業

（千円）

パッケージ
ソフト

ウェア事業
（千円）

投資教育
事業

（千円）

計
（千円）

調整額
（千円）
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（千円）
（注）２

売上高

外部顧客への売上高 628,809 51,015 11,845 42,729 734,400 － 734,400

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 71 － 71 (71) －

計 628,809 51,015 11,917 42,729 734,472 (71) 734,400

セグメント利益

(又は損失)
270,804 (16,800) (62,346) (22,756) 168,900 (68,007) 100,893

（６）重要な後発事象
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