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株主の皆様へ

平成22年4月1日～平成23年3月31日第20期事業活動のご報告

株 主 メ モ 



　平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。
　また、先般の東日本大震災により被災された皆様には謹ん
でお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を祈念申し
あげます。
　
　ここに、第20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日
まで）事業活動のご報告をお届けするにあたり、ご挨拶申しあ
げます。

　さて、当期におきましては、持続的な成長とさらなる企業収
益力の基盤強化を図るため、スマートフォンやソーシャルメディ
アへのコンテンツ提供を開始するなどにより、今後の展開の
礎を築きました。
　これまで当社の売上の大半を占めていた携帯公式サイト
のユーザーは、スマートフォンへ徐々に移行しております。この
ため、人気のある実機シミュレーターアプリやパチスロ設定判
別ツールなど、携帯公式サイトで培ってきたノウハウをスマート
フォン向けに展開しました。また、「Mobage」内の仮想ホール

「モバ7」に 「CRシャカRUSH」 及び 「南国育ち」 をそれぞ
れ提供したほか、恋愛シミュレーションゲーム「eden＊学園恋

物語」を提供開始しました。これらの結果、先行投資的な費用
は増加いたしましたが、第19期に引き続き黒字となりました。さ
らには、本社事務所を移転することで固定費の圧縮にも努め、
将来への布石を打つことができたものと考えております。

　今後は、持続的な成長とさらなる安定収益体制の確立に
向け、当社の強みであるコンテンツの企画・開発力を活かし、
経営理念である「新たなエンターテインメント・コミュニティの
創造」のもとに、趣味性に富んだエンターテインメントコンテン
ツを媒介とした、新たなコミュニケーションの場、機会を提供す
ることを実現させてまいります。また、「パチンコ・パチスロ」 カ
テゴリーに続く新たな収益の柱の育成にも努めてまいります。
さらに、さまざまなプラットフォームへのマルチ展開、ソーシャル
アプリの提供なども加速させ、ファン、マニア、オタク、サブカル
チャーといった特定ジャンルのニッチ市場の特定ファンの
方々のために、「より深く」、｢より面白く｣、｢より使える｣ コミュ
ニケーションメディアを提供してまいります。
　皆様におかれましては、引き続きご支援のほど、何卒よろし
くお願い申しあげます。

ニッチ市場の特定ファンを対 象に、 「より深く」 、 ｢より面白く｣ 、 ｢より使える｣
コミュニケーションメディア を提供することで、
持続的な成長とさらなる安定 収益体制を確立します。

To Our Shareholders
株主の皆様へ新たな

エンターテインメント・
コミュニティの
創 造

Mission

■ 高品質なコンテンツへのこだわり

■ コミュニケーション機会の創造

■ ユーザー本位のサービス徹底

■ ソーシャルメディアやスマート
フォンなど、新たなプラットフォー
ムへの展開

■ 既存のパチンコ・パチスロサイト
の充実と拡大

■ コンテンツホルダー・関連企業と
の連携強化

基
本
方
針

事
業
展
開

中核であるモバイル事業の強化と
周辺領域をさらに拡充する。

目
　
標

代表取締役社長 坂 入 万 弘
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Review of Operations
営業の概況

　当社の主力であるモバイル事業は、パチンコ・パチス
ロをはじめとする特定ジャンルのファンに対し、各種ア
プリや情報サイトなどのモバイルコンテンツを提供して
おります。当事業が属する市場では、国内における携帯電
話の契約数が緩やかな伸びに落ち着くなか、第三世代携
帯電話等の高速データ通信が可能な端末の台数は1億
1,950万件 （前期比9.3%増） と増加を維持する一方で、
スマートフォンの契約数が大きく伸長いたしました。
　また、モバイルコンテンツ市場におきましては、端末の
高速・高機能化、通信料金体系の変化ならびにスマート
フォンの飛躍等を背景に、引き続き堅調に推移するとと
もに、ソーシャルアプリ市場が拡大の兆しを見せており
ます。
　一方で、パチンコ・パチスロ店舗数は依然減少傾向に
あり、厳しい状況が続いております。加えて、業界全体が
東日本大震災による計画停電や自粛等の影響を大きく受
けており、その勢いは一時的ではありますが、急減してお
ります。
　このような環境のもと、主には以下の施策に注力して
まいりました。
①当社オリジナルサイトのパチンコ・パチスロ総合情報

サイトである 「パチンコ倶楽部」 では、パチンコ・パチ
スロの機種情報やそれらの攻略情報の充実化に取り組
みました。また、メーカーオフィシャルサイトでは、パ
チンコ・パチスロの新機種導入時にタイムリーな情報

提供を行ったほか、人気の携帯アプリの早期配信、オリ
ジナル商品の投入、各種イベントの開催など、引き続き
サービスの拡充に取り組みました。

②ソーシャルアプリについては、株式会社ディー・エヌ・
エーが運営する「Mobage」内の仮想ホール「モバ7」に

「CRシャカRUSH」及び「南国育ち」のシミュレーター
アプリをそれぞれ提供したほか、平成23年3月には恋
愛シミュレーションゲーム「eden＊学園恋物語」を提供
開始いたしました。

③スマートフォンアプリについては、iPhone向けにス
ロット設定判別ツール「ナイツール」を販売開始したほ
か、オリンピアの人気遊技機「南国育ちスペシャル」の
シミュレーターアプリを販売しており、こちらはゲー
ム部門で1位を獲得するなど、好調な売れ行きを見せて
おります。そのほか、パチスロ攻略情報アプリ「みんな
で作ろうパチ&スロ攻略情報 ウィキレ」ビュアーや「南
国育ちタイマー」など、スマートフォン向けに無料アプ
リの提供も行いました。

④パチンコ店舗向けサービスでは、店舗向けASPサービ
ス（有料店舗情報サービス）のラインナップ拡充、全国
店舗への営業体制の強化を行いました。

　以上の結果、売上高1,131百万円、営業利益50百万円と
なりました。

　当社は、モバイル事業を核として、特定のコアなファン
層を対象として、ユーザー本位のサービスを追求してい
くとともに、モバイル技術の進化ならびにスマートフォ
ンに見られるプラットフォームの多様化にあわせた高品
質なサービスの提供を目指しております。そのために、主
には以下の施策を講じ、事業展開を行ってまいります。
●ソーシャルメディアやスマートフォンなど、新たなプラット

フォームへの積極的な展開
●既存のパチンコ・パチスロサイトの拡充
●コンテンツホルダー・関連企業との連携強化

　さらに、当社の得意とするエンターテインメント・コ
ミュニティ領域における事業展開の拡充を図るため、当社
の保有する企画開発力を活かしつつ、資本業務提携や
M&A等も視野に入れた事業展開を推進してまいります。
　これらの施策により、持続的な成長とさらなる安定収
益体制を確保しつつ、中長期的には売上高経常利益率
10％の達成を目標とします。なお、コンテンツの企画開
発・版権取得、資本業務提携、M&A等の業容拡大につきま
しては、資金の状況や予測を勘案しながら、キャッシュ・
フローを重視した事業展開を行ってまいります。

モバイル事業

今後の課題と事業展開

第20期（平成22年4月1日から平成23年3月31日）における提供コンテンツの構成割合

■公式サイト　■ソーシャルメディア　■スマートフォン
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提供するコンテンツの比重が、携帯
公式サイトからスマートフォン・
ソーシャルメディア向けアプリにシ
フトする傾向にあります。また、既存
の携帯公式サイトと連携した新サー
ビスも数多くリリースされており、
ユーザーニーズとの連動が図られて
います。
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トピックス
To p i c s

　「ナイツール」は、パチスロ攻略情報
サイト「HAZUSE」が全面監修するス
ロット設定判別ツールです。複数台の
設定比較、除外判別も可能。ホールに
行っても、どの台が高設定か分からな

　株式会社minoriの大人気PCゲーム「eden＊最後の恋物
語」をもとにした恋愛シミュレーションゲームを「Mobage」
内に提供し、好評を得ています。
　舞台はファンタジーの世界から一転して全寮制の高校
へ。4人のキャラクターと主人公が織り成す恋愛模様が、

い、今打っている台の設定を知りた
い、などのご要望に少しでも役立てる
ようなお助けツールとして、携帯公式
サイト「パチンコ倶楽部」会員向けに
提供しており、好評を得ています。

既存ビジネスを活かし、
新しいプラットフォームへ続々と展開中

iPhoneアプリでスロット設定判別が簡単に。
「ナイツール」提供開始。

Topics 1
ソーシャルシミュレーションゲーム

「eden＊学園恋物語」を提供開始。

Topics 2

携帯公式サイト 新しいプラットフォーム

■宇宙戦艦ヤマトクルー

©Nishizaki/ENAGIO
©2009ヤマトスタジオ/
「宇宙戦艦ヤマト・復活篇」製作委員会

■eden＊学園恋物語

©minori
©CommSeed Corporation

■ナイツール

©CommSeed Corporation

■eden＊学園恋物語

©minori
©CommSeed Corporation

■CRシャカRUSH

©マルホン工業

■南国育ちタイマー

©OLYMPIA

©CommSeed
Corporation

パチンコ・パチスロ系コンテンツ スマートフォンへの展開新たなジャンルのコンテンツ ソーシャルメディアへの展開

「eden＊最後の恋物語」本
編と絡みながら展開して
いきます。また、4人のキャ
ラクターから1人を選択・
会話することで親密度を
アップさせながら、バー
チャルな学園生活を楽しむことができます。

©minori　©CommSeed Corporation

　パチンコ・パチスロメーカーの携帯公式サイトや、パ
チンコ・パチスロファンに向けた機種情報、攻略情報を
提供するコンテンツを配信しています。

　パチンコ・パチスロ系コンテンツに続く新たな収益
の柱として、人気PCゲームやアニメなど、新たなジャン
ルの携帯公式サイトの配信を行っています。

　携帯公式サイトで培ったノウハウをiPhone及び
Android携帯などへの展開を図っています。

　ソーシャルメディアにもコンテンツの提供を開始し
ました。

for
Android

for
iPhone

for
Mobage

for
Mobage

マ
ル
チ
展
開

Topics 1

Topics 2
■パーラーオリンピア

©OLYMPIA

■パチンコ倶楽部

©CommSeed Corporation
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個別財務諸表
Financial Statements

損益計算書 （単位：千円）

科　目
当　期

（平成22年4月1日〜）平成23年3月31日

前　期
（平成21年4月1日〜）平成22年3月31日

売上高 1,131,764 1,223,227

売上原価 688,104 782,682

売上総利益 443,660 440,545

販売費及び一般管理費 393,538 399,552

営業利益 50,121 40,992

営業外収益 237 474

営業外費用 395 887

経常利益 49,963 40,579

特別利益 721 2,492

特別損失 40,058 32,390

税引前当期純利益 10,626 10,681

法人税等合計 △12,543 △24,203

当期純利益 23,169 34,884

キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）

科　目
当　期

（平成22年4月1日〜）平成23年3月31日

前　期
（平成21年4月1日〜）平成22年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 108,390 50,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,898 △89,132

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,379 △12,657

現金及び現金同等物の増減額（△減少） 31,112 △51,429

現金及び現金同等物の期首残高 315,567 366,996

現金及び現金同等物の期末残高 346,679 315,567

貸借対照表 （単位：千円）

科　目 当　期
（平成23年3月31日現在）

前　期
（平成22年3月31日現在）

資産の部

流動資産 722,370 646,839

固定資産 136,677 171,983

　有形固定資産 39,870 19,883

　無形固定資産 4,581 22,336

　投資その他の資産 92,225 129,763

資産合計 859,047 818,823

負債の部

流動負債 212,506 190,736

固定負債 36,958 41,673

負債合計 249,465 232,409

純資産の部

株主資本 609,582 586,413

　資本金 568,883 568,883

　利益剰余金 58,054 34,884

　自己株式 △17,355 △17,355

純資産合計 609,582 586,413

負債純資産合計 859,047 818,823

Point▲ 総資産について
当期末における資産は859,047千円となり、40,224千円
増加いたしました。これは主に、現金及び預金が増加した
ことによるものです。

税金費用は、△12,543千円となりました。これは、継続
して収益性が安定していることで、翌期の事業計画を基に
繰延税金資産を追加計上したことによるものです。

■営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は108,390千円となりました。こ
れは主に、税引前当期純利益と減価償却費に加え、本社移転
によるその他流動負債の増加、固定資産臨時償却費、本社移
転費用引当金と貸倒引当金の増加によるものです。

■投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は67,898千円となりました。これ
は主に、本社移転による有形固定資産と差入保証金の取得に
よる支出と無形固定資産の取得による支出によるものです。

■財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の減少は9,379千円となりました。これは、
リース債務の返済による支出によるものです。

当期末における負債は249,465千円となり、17,055千円
増加いたしました。これは主に、本社移転に伴う設備の未
払金が一時的に増加したこととリース債務の減少によるも
のです。

当期末における純資産は609,582千円となり、23,169千
円増加いたしました。これは、当期純利益による利益剰余
金の増加によるものです。

●自己資本比率は70％台で高位安定しています
スリムな財務体質を堅持しつつ、利益剰余金による純資産
の増加により、自己資本比率は70％台で高位安定しています。

●各段階利益で黒字を継続しています
当期は、スマートフォンやソーシャルメディアなどの新規
サービスを投入したことで先行投資的な費用と本社移転に
よる臨時的な費用が増加しましたが、引き続き経費管理を
徹底したことで、営業利益・経常利益・当期純利益ともに
黒字となり収益性は安定しております。

自己資本比率の推移

23.3

64.4
71.6

H20/3期 H21/3期 H22/3期

100
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60

40

20

0

（％）

71.0

H23/3期

Point▲ 負債について

Point▲ 純資産について

Point▲ 法人税等合計について

財務トピックス

財務トピックス
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Financial Statements
個別財務諸表

Corporate Data & Stock Information
会社概要・株式の状況

株主資本等変動計算書　当期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金
自己株式 株主資本合計その他利益剰余金

利益剰余金合計繰越利益剰余金

平成22年3月31日　残高 568,883 34,884 34,884 △17,355 586,413 586,413

事業年度中の変動額

　当期純利益 23,169 23,169 23,169 23,169

事業年度中の変動額合計 － 23,169 23,169 － 23,169 23,169

平成23年3月31日　残高 568,883 58,054 58,054 △17,355 609,582 609,582

会社概要 （平成23年3月31日現在） 株式の状況 （平成23年3月31日現在）

大株主

商　　 号
所 在 地

設 立
資 本 金
従業員数
役 員

事業内容

取引銀行

コムシード株式会社
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地
新御茶ノ水アーバントリニティビル7階
平成3年12月13日（平成14年8月5日現商号に変更）
5億6,888万円
41人
代表取締役社長 坂入　万弘
専務取締役CTO 羽成　正己
専務取締役 前島　荘生
取締役 金　　正律
取締役 趙　　容晙
取締役 前川　浩史
監査役 飯田　三郎
監査役 島根　伸治
監査役 岡本　光樹
● コンピューターネットワークを利用した情

報処理サービスならびに情報提供サービス
● コンピューターソフトウェアの開発・制作・

仕入・販売・輸出入
三井住友銀行、みずほ銀行、
りそな銀行、三菱東京UFJ銀行

発行可能株式総数 120,000株
発行済株式の総数 37,500株
株主数 1,010名

平成23年6月29日（　　　現　　在　　）

株式の所有者別状況

株 主 名 持株数
（株）

持株比率
（％）

株式会社サイカン 20,572 55.10

山下大介 1,810 4.85

株式会社パック・エックス 1,806 4.84

EFG BANK AG 1,503 4.03

羽成正己 537 1.44

国内法人
61.98％

金融機関　0.02％証券会社　0.26％

個人・その他
33.69％

外国人　4.06％

（注） 小数点第3位以下を切り捨てており、各項目の比率を加算しても100％にならない場
合があります。
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