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1.  平成25年6月期第2四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年12月31日） 

(注)平成25年６月期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年６月期第２四半期の数値及び対前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)平成25年６月期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年６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6月期第2四半期 4,624 ― 73 ― 82 ― 25 ―
24年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年6月期第2四半期 38百万円 （―％） 24年6月期第2四半期 ―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6月期第2四半期 5.11 4.99
24年6月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第2四半期 4,239 3,190 75.3
24年6月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   25年6月期第2四半期  3,190百万円 24年6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   

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6月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00
25年6月期 ― 0.00
25年6月期（予想） ― 24.00 24.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日） 
 平成25年６月期の連結業績予想数値につきましては、スマートフォン普及の急伸に伴い、世界のモバイルコンテンツ市場が大きく変化しており、当社米国
子会社の業績予想数値を合理的に算定することが困難な状況であることから未定としております。 
 
 平成25年６月期の個別業績予想につきましては、四半期決算短信（添付資料）４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。 



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づ
く財務諸表に対する監査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）４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 1社 （社名） Voltage Entertainment USA, Inc. 、 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6月期2Q 4,993,145 株 24年6月期 4,972,947 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 228 株 24年6月期 228 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 4,982,068 株 24年6月期2Q 4,926,219 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州や米国等、海外景気の下振れリスクの

もと、企業収益は製造業を中心に弱含んでおり、個人消費は消費マインドの弱い動きが続きまし

た。 

 モバイルビジネスを取り巻く環境として、スマートフォン契約比率(注１)は、平成24年３月末の

22.5％から平成25年３月末には37.7％に増加すると予測されております(注２)。国内ソーシャルア

プリ市場は、成長が鈍化するものの、平成25年度に4,256億円（前年度比1.1倍）に拡大すると予

測されております(注３)。キャリア公式サイト市場は、フィーチャーフォン向け市場は縮小してい

くものの、拡大するスマートフォン向け市場が一部補填することにより、全体として減少ペース

は緩やかであると見込んでおります。 

 このような環境の下、当社は、中期的な経営戦略として、次の３点を掲げております。 

 ①顧客ターゲットは、19才から44才の女性とし、特に30才前後の女性を中核層とする。 

 ②「恋ゲーム」に経営資源を集中し、コンテンツの高付加価値化に努める。 

 ※「恋ゲーム」は、「恋人」シリーズと「恋も仕事も!」シリーズの総称です。 

 ③ソーシャルアプリ、キャリア公式サイト、スマートフォンアプリ及び海外の各市場で事業拡

大に努め、収益源の多様化を図る。 

  

 当第２四半期連結累計期間においては、国内で、売上は、ソーシャルアプリ及びキャリア公式

サイトが堅調に推移し、会社計画を上回りました。費用は、モバイル広告出稿、ソーシャルアプ

リ販売手数料の増加等がありましたが、制作外注費が計画を下回ったこと等により、概ね計画通

りとなりました。利益は、主に売上増加により、計画を大きく上回りました。 

 なお、米国子会社においては、売上が出始めましたが、当期は売上向上に時間を要し、制作外

注費や人件費等の固定費がかさむため、営業赤字の状況が続きます。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,624,703千円、営業利益は73,547千

円、経常利益は82,625千円、四半期純利益は25,443千円となりました。 

 なお、四半期連結財務諸表は当期第１四半期より作成しているため、前年同期比については記

載しておりません。 
  
（注）１．スマートフォン契約比率：スマートフォンとフィーチャーフォンを合わせた端末総契約数に占めるスマートフォンの割合 
   ２．出所：株式会社MM総研「スマートフォン市場規模の推移・予測（12年３月）」 平成24年３月13日発表 
   ３．出所：株式会社矢野経済研究所「ソーシャルゲーム市場に関する調査結果 2012」 平成25年１月10日発表 
        金額はユーザー課金ベース（広告収入含まず） 
        
     

 当第２四半期連結累計期間の主な取り組みは、以下の通りです。  

  

 会社組織は、製作販売力を高めるべく、ビッグバンと称し、前期末から約60名の大幅増員を行

い、当期第２四半期末で350名体制を構築しました。今後、４月の新卒60名着任、中途採用30名を

合わせ、期末の従業員としては約440名を予定しています。 

  

（ソーシャルアプリBU） 

 既存のGREE向け主要タイトル「王子様のプロポーズ」「恋人は専属SP☆プレミアム」は、好調

に推移しました。また、SNSプラットフォーム限定拡大のため、Mobage向けに「社内恋愛２人

のヒミツ」、Ameba向けに「ダーリンは芸能人」等を投入し、順調に立ち上がりました。その

他、顧客単価向上のため、第４世代化（パーティ機能）等を進めました。集客は、サイト間導

客に努めました。  

   

（キャリア公式BU） 

 シーズン展開タイトル「王子様のプロポーズ シーズン２」「誓いのキスは突然に シーズン

２」は、好調に推移し、再入会者の増加と顧客単価の向上につながりました。新規タイトル

は、「キミを愛す、何度でも」を11月に、「恋の続きはハネムーンで」を12月に投入しまし

た。集客は、大型モバイル広告を11月に出稿しました。また、「アワード」「ホストクラブ」

等の横断施策が好調でした。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（スマートフォンアプリBU） 

 30才前後女性向け新規タイトル「復讐のキスをあなたに」を、キャリア公式サイトに先行して

投入し、好調に立ち上がりました。また、オープニングムービー等の機能を充実させ顧客単価

の向上に努めました。集客は、第２弾のアニメ風テレビCMを11月に出稿しました。 

  

（海外コンテンツグループ） 

 スマートフォンアプリとして、日本仕様・翻訳版「Love Letter From Thief X」(注４)等の新規

５タイトルを投入、ソーシャルアプリとして、日本仕様・翻訳版「My Sweet Bodyguard for 

GREE」(注５)の新規１タイトルを投入しました。 

  

（海外子会社） 

 米国子会社初のタイトル、北米仕様「My Lover's a Thief」(注４)を、スマートフォンアプリと

して立ち上げました。 

   

  （注）４．邦訳タイトル名：「怪盗X 恋の予告状」 
         ５. 邦訳タイトル名：「恋人は専属SP☆プレミアム」 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、4,239,361千円となりました。その主な内訳は、現

金及び預金1,725,164千円、売掛金1,921,848千円であります。 

  負債は、1,049,011千円となりました。その主な内訳は、買掛金111,215千円、未払費用

817,419千円であります。 

  純資産は、3,190,350千円となりました。その主な内訳は、資本金880,833千円、資本剰余金

846,433千円、利益剰余金1,451,071千円であります。 

  なお、四半期連結財務諸表は当期第１四半期より作成しているため、前期末比については記

載しておりません。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

1,725,164千円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りで

あります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益82,110千円、減価償却費30,252千円

及びソフトウェア償却費41,661千円等の収入があったものの、売上債権の増加74,798千円、法人

税等の支払187,625千円等の支出があったことにより、94,965千円の資金を支出する結果となりま

した。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、PCやサーバー等の有形固定資産の取得による支出

99,581千円、ERPシステム拡充等に伴う無形固定資産の取得による支出118,397千円等により、

232,367千円の資金を支出する結果となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、新株発行による収入6,756千円があったものの、配当金

の支払93,716千円があったこと等により、86,960千円の資金を支出する結果となりました。 

  

 なお、四半期連結財務諸表は当期第１四半期より作成しているため、前年同期比については記

載しておりません。 

  



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年６月期の連結業績予想数値につきましては、スマートフォン普及の急伸に伴い、世界

のモバイルコンテンツ市場が大きく変化しており、当社米国子会社の業績予想数値を合理的に算

定することが困難な状況であることから未定としております。 

   

 下期の主な取り組みは、以下の６点です。  

①３ビジネスユニット(BU)＋海外コンテンツグループ 

・ソーシャルアプリBUでは、第５世代化（ファームアバター）を進めるとともに、ネイティ

ブアプリを投入する予定です。 

・キャリア公式BUでは、新規タイトルを４月に投入する予定です。また、横断施策として、

アワードやキャラクター総選挙を実施し、ユーザーの活性化を図ります。 

・スマートフォンアプリBUでは、料金体系の 適化を図るべく、アプリ開発ライブラリを

「A-Vapl2.1」へと進化させます。５月投入予定の新規タイトルを含む12タイトルを投入する

予定です。 

・海外コンテンツグループでは、日本仕様・翻訳版となる英語６タイトル、フランス語１タ

イトルの計７タイトルを投入する予定です。 

  

②PF拡大 

・ソーシャルアプリBUでは、SNSプラットフォーム限定拡大として、GREEを中心に、Mobage、

mixi、Ameba、dゲーム、自社PF「女子ゲー」への投入を進めます。 

・キャリア公式BUでは、従来同様、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル向けに投入し、

特にスマートフォン向けに注力します。 

・スマートフォンアプリBUでは、App Store、Google Play、auスマートパス向けに投入しま

す。 

  

③長大化 

１タイトル当たりの売上拡大のため、長大化を図ります。ソーシャルアプリBUでは、キャリ

ア公式サイトとして好調な５タイトルを、ソーシャルアプリとして投入します。キャリア公

式BUでは、シーズン２を２タイトル、シーズン３を１タイトル投入する予定です。 

  

④大人化 

増加する30才前後の女性ユーザーに向け、大人ユーザーが楽しめるストーリー設定やビジュ

アルの充実を図ります。 

  

⑤海外子会社 

米国子会社は、制作体制を強化するため、増員を検討します。また、広告宣伝を本格化さ

せ、売上拡大に努めます。 

  

⑥新立地 

主力のモバイル向け「恋ゲーム」シリーズ以外の収益源の模索として、新立地の開拓に取り

組みます。具体的には、男女向け「サスペンスドラマゲーム」を第４四半期に投入する予定

です。また、タブレット対応「恋ゲーム」の配信を第３四半期に開始するとともに、PC向け

への展開も検討していきます。 

  

 上記の取り組みは、大幅増員により向上した生産力をもとに実行いたします。 

 これにより、通期において、売上高・営業利益・経常利益・当期純利益とも、概ね計画通りに

推移する見込みです。 

  

 以上の結果、平成25年６月期の個別業績予想は、平成24年10月26日付の「連結決算開始及び連

結業績予想、並びに個別業績予想の修正に関するお知らせ」の公表時から変更なく、売上高は

9,800百万円(前事業年度比21.5％増)、営業利益は1,000百万円(同16.7％増)、経常利益は998百万

円(同16.2％増)、当期純利益は618百万円(同20.9％増)を見込んでおります。   



平成25年６月期の個別業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30日）   

                                       （％表示は対前期増減率）

      (注)上記の１株当たり当期純利益は、本決算短信の発表日現在における発行済株式総数(5,002,250株)を基に算出しております。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第１四半期連結会計期間から、Voltage Entertainment USA, Inc.を連結の範囲に含めておりま 

す。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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１四半期連結会計期間より、平成24年７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２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

該当事項はありません。   

  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

通期 
百万円

9,800

％

21.5

百万円

1,000

％

16.7

百万円

998

％

16.2

百万円

618

％

20.9

円 銭

123.61

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



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）

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,725,164

売掛金 1,921,848

前払費用 45,482

繰延税金資産 40,787

その他 4,480

貸倒引当金 △18,437

流動資産合計 3,719,327

固定資産  

有形固定資産 138,476

無形固定資産 196,005

投資その他の資産 185,552

固定資産合計 520,034

資産合計 4,239,361

負債の部  

流動負債  

買掛金 111,215

未払金 10,314

未払費用 817,419

未払法人税等 61,913

その他 47,355

流動負債合計 1,048,218

固定負債  

長期未払費用 793

固定負債合計 793

負債合計 1,049,011

純資産の部  

株主資本  

資本金 880,833

資本剰余金 846,433

利益剰余金 1,451,071

自己株式 △196

株主資本合計 3,178,142

その他の包括利益累計額  

為替換算調整勘定 12,207

その他の包括利益累計額合計 12,207

純資産合計 3,190,350

負債純資産合計 4,239,361



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 4,624,703

売上原価 1,207,473

売上総利益 3,417,229

販売費及び一般管理費 3,343,682

営業利益 73,547

営業外収益  

受取利息 398

為替差益 8,496

雑収入 182

営業外収益合計 9,077

経常利益 82,625

特別損失  

固定資産除却損 514

特別損失合計 514

税金等調整前四半期純利益 82,110

法人税、住民税及び事業税 56,271

法人税等調整額 395

法人税等合計 56,667

少数株主損益調整前四半期純利益 25,443

四半期純利益 25,443



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 25,443

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 12,827

その他の包括利益合計 12,827

四半期包括利益 38,270

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 38,270



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 82,110

減価償却費 30,252

ソフトウエア償却費 41,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,503

固定資産除却損 514

受取利息及び受取配当金 △398

売上債権の増減額（△は増加） △74,798

仕入債務の増減額（△は減少） 22,675

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,060

未払費用の増減額（△は減少） 7,497

その他 10,310

小計 92,261

利息及び配当金の受取額 398

法人税等の支払額 △187,625

営業活動によるキャッシュ・フロー △94,965

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △99,581

無形固定資産の取得による支出 △118,397

敷金及び保証金の差入による支出 △14,387

投資活動によるキャッシュ・フロー △232,367

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 6,756

配当金の支払額 △93,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △395,629

現金及び現金同等物の期首残高 1,931,033

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 189,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,725,164



該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

   

当社グループは、モバイルコンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等



 第１四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、前事業年度末の貸借対照表及び前第２四

半期累計期間の四半期損益計算書を参考資料として掲載しております。     

  

(１）貸借対照表 

  

５．補足情報

  （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成24年６月30日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金   1,931,033

売掛金   1,847,050

前払費用   34,812

繰延税金資産   45,856

その他   1,055

貸倒引当金   △23,940

流動資産合計   3,835,868

固定資産    

有形固定資産   63,794

無形固定資産   119,973

投資その他の資産   383,143

固定資産合計   566,912

資産合計   4,402,780

負債の部    

流動負債    

買掛金   88,539

未払金   6,084

未払費用   807,949

未払法人税等   194,574

未払消費税等  29,039

預り金  33,075

その他   1,150

流動負債合計   1,160,413

負債合計   1,160,413

純資産の部     

株主資本     

資本金    877,455

資本剰余金    843,055

利益剰余金    1,522,052

自己株式    △196

株主資本合計    3,242,367

純資産合計    3,242,367

負債純資産合計    4,402,780



(２) 四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間） 

  

  （単位：千円）

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成23年７月１日 
至 平成23年12月31日） 

売上高   3,745,510

売上原価   823,982

売上総利益   2,921,528

販売費及び一般管理費   2,600,430

営業利益   321,097

営業外収益    

受取利息   232

その他   53

営業外収益合計   286

営業外費用    

支払利息   53

為替差損   249

営業外費用合計   302

経常利益   321,081

特別損失 

 固定資産除却損 5

 特別損失合計 5

税引前四半期純利益   321,075

法人税、住民税及び事業税   127,311

法人税等調整額   6,299

法人税等合計   133,610

四半期純利益   187,465
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