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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消
費及び設備投資に弱い動きがあるものの企業収益及び雇用情
勢などは改善し、全体としては緩やかな回復基調が続いてお
ります。しかしながら、消費税引き上げに伴う駆け込み需要
の反動の長期化や海外の経済の下振れなど不安定な要因もあ
ります。
　当社グループに関連するモバイルビジネスを取り巻く環境
は、スマートフォンが国内のみならず世界的に普及が進んで
おります。
　このような環境下におきまして、中長期的な経営の方向性
を「新たな成長へのチャレンジ」と定め、スマートフォン向
けの新たなビジネスの構築に取り組んでおります。

連結経営成績に関する定性的情報

財務ハイライト（連結）

2,000

1,500

1,000

500

0

300

200

100

0

500

400

300

200

100

0

500

400

300

200

100

0

■売上高 ■営業利益

■経常利益 ■四半期純利益

2014/92013/9

（単位 ： 百万円） （単位 ： 百万円）

（単位 ： 百万円） （単位 ： 百万円）

2014/92013/9

2014/92013/92014/92013/9

1,537
1,694

218

363

228

393

154

268

400

300

200

100

0

180

90

0

-90

-180

■売上高 ■セグメント利益（単位 ： 百万円） （単位 ： 百万円）
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■売上高 ■セグメント利益（単位 ： 百万円） （単位 ： 百万円）
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■売上高 ■セグメント利益（単位 ： 百万円） （単位 ： 百万円）
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　モバイルコンテンツ事業におきましては、新たなビジネスの構築を目指し
て、スマートフォン向けのキャリア主導サービス及び月額課金サービスの提
供の拡大、新しい教養メディア「10 M TVオピニオン」の普及、「LINE」等
のメッセンジャーサービスへのビジネス拡大、海外へのコンテンツ提供に取
り組んでおります。

　モバイルコマース事業におきましては、前連結会計年度に引き続き、デジ
タルコンテンツとの連携を図り集客を強化することによって、スマートフォ
ン向けのコマースビジネスの拡大及び、ライセンス及びセールスプロモー
ションビジネスとしてライセンス提携先の拡充に取り組んでおります。

　パッケージソフトウェア事業におきましては、「メダロット」シリーズの
続編となる「メダロット８」をニンテンドー3DS向けタイトルとして発売
いたしました。

モバイルコンテンツ事業
フィーチャーフォン、スマートフォン向けの
コンテンツやアプリを提供しています主要な事業内容

モバイルコマース事業
ショッピングサイトの運営
オリジナルキャラクターグッズの企画、開発、製造、販売を行っています主要な事業内容

パッケージソフトウェア事業
パッケージソフトウェアの企画、開発、製造、販売を行っています主要な事業内容



四半期連結財務諸表
■四半期連結貸借対照表（要旨）
　（平成26年9月30日現在）	 （単位：千円）

■四半期連結損益計算書（要旨）
　（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）	 （単位：千円）

■四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
　（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）	 （単位：千円）

科　　　目 金　額

資産の部

　流動資産 8,379,910

　固定資産 789,176

　　有形固定資産 70,240

　　無形固定資産 34,256

　　投資その他の資産 684,679

　資産合計 9,169,087

負債の部

　流動負債 557,075

　固定負債 6,531

　負債合計 563,607

純資産の部

　株主資本 8,598,483

　　資本金 2,669,000

　　資本剰余金 2,466,023

　　利益剰余金 4,085,783

　　自己株式 △622,323

　その他の包括利益累計額 3,528

　　その他有価証券評価差額金 3,528

　新株予約権 3,468

純資産合計 8,605,479

負債純資産合計 9,169,087

科　　　目 金　額

売上高 1,694,072

売上原価 697,562

売上総利益 996,510

販売費及び一般管理費 633,454

営業利益 363,056

営業外収益 33,129

営業外費用 2,423

経常利益 393,761

特別利益 24,623

特別損失 1,005

税金等調整前四半期純利益 417,379

法人税、住民税及び事業税 118,215

法人税等調整額 30,403

法人税等合計 148,619

少数株主損益調整前四半期純利益 268,760

四半期純利益 268,760

科　　　目 金　額

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,896

投資活動によるキャッシュ・フロー 128,346

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,204

現金及び現金同等物の増減額 425,824

現金及び現金同等物の期首残高 7,170,227

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,596,052



■商号 イマジニア株式会社（英訳名　Imagineer Co., Ltd.）
■本社 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
■ＵＲＬ http://www.imagineer.co.jp/
■設立 昭和61年１月27日
■資本金 26億6,900万円
■従業員数 連結72名
■事業内容 1.  電気通信システムを利用した画像及び情報等の配

信サービス並びにそのコンサルティング業務及び
マーケティング業務

 2.  インターネット上のオークション及びショッピン
グモールの開設

 3.  各種レジャー施設等の予約及び予約代行業務、運
営受託並びに経営等

 4.  知的所有権の取得及び使用許諾に関する業務
 5.  コンピューターソフトウェアの企画、開発、製造、

販売及び輸出入
■関係会社 ロケットカンパニー株式会社
 株式会社デルタアーツ
 ストックウェザー株式会社
■取締役、執行役員、 代表取締役会長 兼 CEO ‥‥‥‥‥‥‥ 神藏　孝之
　監査役 代表取締役社長 兼 COO ‥‥‥‥‥‥ 澄岡　和憲
 取締役 兼 CFO ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 中根　昌幸
 取締役 兼 執行役員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 飯田　就平
 常務執行役員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 松田　　隆
 常務執行役員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 庄司　高士
 執行役員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 山本　佳樹
 執行役員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 丁　　　寧
 執行役員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 中村　崇史
 常勤監査役‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 笹岡　繁博
 監査役‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 田中最代治
 （株式会社田中経営研究所代表取締役）
 監査役‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 荒竹　純一

（さくら共同法律事務所パートナー）
※ 監査役笹岡繁博、田中最代治及び荒竹純一の各氏は、会社法第２

条第16号に定める社外監査役であります。

■発行可能株式総数	 47,480,000株
■発行済株式総数	 10,649,000株
■株主総数	 　　		5,884名
■大株主

■自己株式の取得、	 当第２四半期末における保有株式　1,051,321株
　処分等及び保有
■所有者別持株構成比

■事業年度の末日 ３月31日
■定時株主総会 毎年６月
■定時株主総会の基準日 ３月31日
■配当金受領株主確定日 ３月31日及び中間配当を行うときは９月30日
■単元株式数 100株
■公告方法 電子公告
 公告掲載URL http://www.imagineer.co.jp/
 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
 公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
■株主名簿管理人及び 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　特別講座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
■株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
■郵送物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　（電話照会先） 三井住友信託銀行株式会社
 証券代行部 証券代行事務センター
 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
■住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
  証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀

行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券
会社へご照会ください。

  証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照
会先までご連絡ください。

■未払配当金の支払について
  株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお

申出ください。
■「配当金計算書」について
  配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計

算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知
書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添
付資料としてご使用いただくことができます。

  ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている
株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会
社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料に
つきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いし
ます。

  なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様に
つきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算
書」を同封させていただいております。確定申告をな
される株主様は大切に保管ください。

■配当金のお支払いについて
  第38期中間配当金は同封の「中間配当金領収証」に

より、払渡期間内（平成26年12月１日〜平成27年１
月５日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお
受け取りくださいますようお願い申しあげます。

  また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」
及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式を
ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお
受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご
確認ください。

■株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会
  証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀

行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券
会社へご照会ください。

  証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照
会先までご連絡ください。

会社概要	／	株式の状況 株主メモ（平成26年９月30日現在）

株主名 当社への出資状況
持株数（千株） 持株比率（％）

ＩＩB株式会社 4,200 43.8
RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON LENDING ACCOUNT 346 3.6
神藏孝之 303 3.2
中根昌幸 90 0.9
日本証券金融株式会社 85 0.9
澄岡和憲 67 0.7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 53 0.6
神藏裕里香 51 0.5
大上二三雄 46 0.5
竹下照雄 45 0.5

※持株比率は自己株式（1,051千株）を控除して計算しております。

自己名義株式
9.9%

証券会社
2.5%

外国人
4.6% 個人その他

41.5%

金融機関
1.4%

その他国内法人
40.0%


