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1.  平成25年5月期第1四半期の業績（平成24年6月1日～平成24年8月31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 ％

25年5月期第1四半期 661 △3.6 △15 ― 14 △20.2 8 54.2
24年5月期第1四半期 685 4.3 24 △67.4 17 △75.8 5 △90.2

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5月期第1四半期 371.53 371.41
24年5月期第1四半期 253.54 252.08

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第1四半期 1,628 1,335 81.4
24年5月期 1,781 1,331 74.0
（参考） 自己資本 25年5月期第1四半期 1,326百万円 24年5月期 1,318百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年5月期 ―

25年5月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 5月期の業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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
平成25年５月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから記載しておりません。なお、当該理由などは、添付資料
３ページ「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」に記載しております。

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 ％

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ―



(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

(注)当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「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」に該当しております。詳細
は、四半期決算短信(添付資料)３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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 ： 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5月期1Q 22,215 株 24年5月期 22,215 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 470 株 24年5月期 470 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 21,745 株 24年5月期1Q 20,660 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、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いません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(１）業績予想に関して
平成25年５月期の業績予想につきましては、前述のとおり記載しておりません。本資料に記載されている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不確定要素により大きく異なる可能性があります。

（２）決算補足資料の入手方法について
当社は、当第１四半期決算短信の適時開示後、決算補足資料を当社ホームページに掲載する予定です。
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当第１四半期累計期間(平成24年６月１日から平成24年８月31日まで）における我が国経済は、震災

による復興関連等の国内需要が堅調に推移したものの、電力不足問題、欧州債務問題に端を発した海外

景気の減速等、先行き不透明な状況が継続いたしました。

このような環境の中、当社の属するオンラインエンターテインメント業界におきましては、特にスマ

ートフォン（高機能携帯電話）の出荷台数が増加しており、2011年度のスマートフォン総出荷台数は

2,417万台で携帯電話総出荷台数の56.6％を占め、2016年度にはスマートフォン比率が83.4％にまで拡

大すると予想される（MM総研による予想）など、モバイルインターネットを介したオンラインコンテン

ツの利用が引続き増加する見込みとなっております。

当社におきましては、人気作家や人気デザイナーを迎えたPC向け新作ブラウザゲームの「ガン・ブラ

ッド・デイズ」のリリースをはじめ、前事業年度末にリリースしたソーシャルゲーム「北斗の拳Ⅱ 百

万の覇王乱舞」が会員数40万人を突破するなど新たな収益構造を創出いたしましたが、既存ゲームの新

規加入ユーザーの減少に伴う売上高減少を補うまでには至らず、前年同期に比べ売上高は減少する結果

となりました。

また、費用面におきましても、売上高全体に占めるソーシャルゲームの割合が高まったことによる回

収費の増加や、新規ネイティブアプリの開発費用が先行したことにより、営業損失を計上する結果とな

りました。

なお、有効期限の過ぎたゲーム内専用通貨の消却に伴う前受金消却益30百万円を営業外収益として計

上しております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高661百万円（前年同期比3.6％減）、営業損失15

百万円（前年同期は24百万円の営業利益）、経常利益14百万円（前年同期比20.2％減）、四半期純利益

８百万円（前年同期比54.2％増）となりました。

なお、当第１四半期会計期間から、当社は単一のセグメントに変更しております。

（総資産）

総資産は、前事業年度末に比べて152百万円減少し1,628百万円となりました。これは、現金及び預金

39百万円、受取手形及び売掛金113百万円の減少等により、流動資産が162百万円減少したことと、ソフ

トウエア42百万円の増加、ソフトウエア仮勘定25百万円の減少等により、固定資産が9百万円増加した

ことによるものであります。

（負債）

負債は、前事業年度末に比べて156百万円減少し293百万円となりました。これは、長期借入金（１年

内返済予定の長期借入金含む）37百万円、未払金46百万円、前受金等53百万円が減少したことによるも

のであります。

（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べて3百万円増加し1,335百万円となりました。これは、新株予約権が４

百万円減少したものの、利益剰余金が８百万円増加したことによるものであります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

―　2　―

㈱ケイブ（３７６０）平成25年５月期　第１四半期決算短信



平成25年５月期の業績予想といたしましては、当事業年度において「選択と集中」を進めた結果とし

て、当社の主力事業が従来に増してソーシャルゲームやオンラインゲーム等アイテム課金型のコンテン

ツにシフトしておりますが、特に今後当社が注力していくスマートフォン向けネイティブアプリについ

ては市場の急拡大期にあり、今後のリリースタイトルの収益貢献規模によって、全社業績が大きく左右

されることから、現時点においては、信頼性の高い通期及び半期の業績予想数値を算出することが困難

であります。

したがって平成25年５月期の業績予想につきましては、これらの当面の進捗状況を踏まえ、合理的な

業績見通しの算定が可能になった時点で速やかに開示いたします。

該当事項はありません。

(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、当第１四半期会計期間より、平成24年６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、これによる損益に与える影響はありません。

該当事項はありません。

（３）業績予想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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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24年５月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 884,856 845,044

受取手形及び売掛金 349,183 235,579

原材料及び貯蔵品 846 2,532

前払費用 14,149 19,736

未収入金 282,395 265,839

その他 338 336

貸倒引当金 △55,363 △54,769

流動資産合計 1,476,405 1,314,298

固定資産

有形固定資産

建物 56,184 56,184

減価償却累計額 △32,524 △33,409

建物（純額） 23,659 22,774

工具、器具及び備品 201,445 163,959

減価償却累計額 △181,514 △146,119

工具、器具及び備品（純額） 19,931 17,839

有形固定資産合計 43,590 40,614

無形固定資産

商標権 5,181 5,068

ソフトウエア 25,713 68,114

ソフトウエア仮勘定 26,513 735

その他 630 630

無形固定資産合計 58,039 74,548

投資その他の資産

投資有価証券 59,914 59,921

関係会社株式 7,804 6,393

出資金 836 826

敷金 133,157 130,323

差入保証金 1,930 1,930

投資その他の資産合計 203,642 199,394

固定資産合計 305,272 314,557

資産合計 1,781,677 1,628,856
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 626 －

1年内返済予定の長期借入金 105,464 89,214

未払金 134,328 87,398

未払費用 91,876 68,480

未払法人税等 6,495 3,610

未払消費税等 － 9,450

前受金 68,426 15,109

預り金 7,618 6,234

未払配当金 984 969

流動負債合計 415,821 280,469

固定負債

長期借入金 34,040 12,874

固定負債合計 34,040 12,874

負債合計 449,861 293,343

純資産の部

株主資本

資本金 874,251 874,251

資本剰余金

資本準備金 817,890 817,890

資本剰余金 817,890 817,890

利益剰余金

利益準備金 870 870

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △337,773 △329,694

利益剰余金 △326,903 △318,824

自己株式 △46,876 △46,876

株主資本合計 1,318,361 1,326,440

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △123 △116

評価・換算差額等合計 △123 △116

新株予約権 13,578 9,189

純資産合計 1,331,816 1,335,513

負債純資産合計 1,781,677 1,628,856
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 685,988 661,391

売上原価 260,035 292,310

売上総利益 425,953 369,080

販売費及び一般管理費

回収費 152,429 176,800

広告宣伝費及び販売促進費 28,440 53,303

役員報酬 26,160 14,673

給料及び手当 34,861 21,906

研究開発費 74,276 64,053

地代家賃 6,813 4,081

支払手数料 7,317 9,352

その他 71,226 40,232

販売費及び一般管理費合計 401,524 384,404

営業利益又は営業損失（△） 24,428 △15,323

営業外収益

受取利息 96 64

業務受託手数料 180 －

受取手数料 697 638

前受金消却益 － 30,122

その他 1,175 517

営業外収益合計 2,149 31,342

営業外費用

支払利息 2,015 563

株式交付費 6,918 －

その他 47 1,410

営業外費用合計 8,981 1,974

経常利益 17,596 14,044

特別損失

減損損失 11,683 5,290

特別損失合計 11,683 5,290

税引前四半期純利益 5,913 8,753

法人税、住民税及び事業税 675 675

法人税等合計 675 675

四半期純利益 5,238 8,078
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該当事項はありません。

Ⅰ．前第１四半期累計期間(自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日)

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セグメント損失(△)の調整額△99,745千円は、主に管理部門に係る人件費および経費

であります。

２. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ．当第１四半期累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日)

当社は単一の報告セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

前事業年度において、当社は「インタラクティブ事業」「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント

事業」の３つを報告セグメントとしておりましたが、当第１四半期会計期間から単一の報告セグメント

に変更いたしました。

この変更は、当四半期会計期間に、不採算事業であった「コンシューマー事業」「ライツ＆イベント

事業」を整理縮小し、「インタラクティブ事業」に経営資源を集中させる単一のマネジメント体制に移

行したことによるものです。

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）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント
調整額

（注）１

四半期

損益計算書

計上額

（注）２

インタラクティ

ブ事業

コンシューマー

事業

ライツ＆イベン

ト事業
計

売上高

外部顧客への売上高 636,347 7,277 42,363 685,988 ─ 685,988

セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─ ─

計 636,347 7,277 42,363 685,988 ─ 685,988

セグメント利益又はセグ
メント損失（△）

146,669 △19,853 △2,641 124,174 △99,745 24,428

（５）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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