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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 4,809 19.2 527 95.5 543 103.6 319 836.8

18年３月期 4,036 57.7 270 19.3 266 15.2 34 2.7

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 7,418 47 7,302 19 12.5 17.5 11.0

18年３月期 1,019 72 － － 2.8 15.6 6.7

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 3,829 3,183 83.1 65,054 37

18年３月期 2,361 1,922 81.4 45,321 66

（参考）自己資本 19年３月期 3,183百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △17 △100 940 1,806

18年３月期 △28 △206 921 983

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － － － －

19年３月期 － － － － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － － － － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 2,600 6.6 31 △89.7 19 △94.2 △92 － △1,880 24

通期 7,900 64.2 758 43.6 733 35.0 460 44.1 9,401 85

－ 1 －



４．その他

(1）期中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）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 48,930株 18年３月期 42,430株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 1,518 8.1 49 － 41 － 34 －

18年３月期 1,404 △16.2 △155 － △148 － △150 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 808 53 795 85

18年３月期 △4,510 04 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 2,933 2,733 93.2 55,868 29

18年３月期 1,980 1,757 88.7 41,429 72

（参考）自己資本 19年３月期 2,733百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 730 7.0 △200 － △77 － △78 － △1,594 11

通期 4,250 179.8 360 631.0 480 1,061.4 400 1,050.1 8,174 94

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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

の前提となる仮定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、３ページ「１．経営成績　(1) 経営

成績に関する分析」をご覧ください。

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 19 年３月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①　業績全般

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な個人消費に支えられた内需の拡大や輸出の拡大を背景に企業収益が

向上し、雇用環境にも着実な改善が見られました。しかし、原油価格の動向や、金利上昇の影響など今後の見通しに

つきましては、注視すべき不透明な要素も多く、楽観できない状況であります。 

　また、当社グループの属するエンターテイメント業界におきましては、「ニンテンドーＤＳ」の販売が好調に推移

し、また、平成18年11月にソニー「プレイステーション３」、12月に任天堂「Ｗｉｉ（ウィー）」 が相次いで発売さ

れ、次世代ゲーム機が出揃った結果、ハード・ソフトともに拡大基調となりました。

　このような事業環境にありまして、当社グループにおきましては、自社販売部門及び受託開発部門ともに順調な企

画・開発・販売を行ってまいりました。

　自社販売部門では、プレイステーション２向けソフト「ラブ★コン～パンチＤＥコント～」、Xbox360向けソフト

「バレットウィッチ」「ヴァンパイアレイン」の３タイトルに加え、プレイステーション２向けソフト「ドライバー

パラレルラインズ」をエクストリームラインシリーズ第１弾として販売いたしました。また、「バレットウィッチ」

及び「ヴァンパイアレイン」につきましては、海外へのライセンス販売も同時に行い、収益に大きく貢献しました。

　受託販売部門におきましては、 前連結会計年度から引き続き開発を行っておりました、Microsoft　Corporationか

らのXbox360向け受託タイトル「ブルードラゴン」が完成し、平成18年12月に国内市場において発売されました。また、

㈱バンダイナムコゲームス、㈱スクウェア・エニックス、㈱カプコン、㈱コーエー等からの受託タイトルも順調に開

発が終了し発売されております。そのほか、Microsoft　CorporationからのXbox３６０向け受託タイトル「ロストオ

デッセイ」についても順調に開発が進行し収益に貢献しました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,809百万円（前年同期比19.2％増）、営業利益527百万円（同95.5％

増） 、経常利益543百万円（同103.6％増）、当期純利益319百万円（同836.8％増）となりました。

　なお、当社グループはコンシューマーゲームソフト開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績は

記載しておりません。 

 

②　次期の見通し　（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日） 

　次期につきましても、当社グループの事業の中心である家庭用ゲームソフト市場は、任天堂「Ｗｉｉ」やソニー「プ

レイステーション３」等の次世代ゲーム機の普及によりハード・ソフトともに拡大基調となっております。

　このような状況の中、当社は引き続きオリジナルタイトルの制作・販売と、大手ゲームソフトメーカーからの受託

開発を積極的に行ってまいります。

　自社販売部門においては、平成19年６月発売の任天堂「Ｗｉｉ」向けゲームソフト「はじめの一歩Revorution」を

はじめ、当社人気シリーズとなるべく当社オリジナルタイトルの制作、発売及びマルチプラットフォームに対する開

発を推し進めてまいります。また、北米地域における販売会社を立上げ海外での販売も強化していく計画であります。

　受託開発部門においては、Microsoft　Corporationからの受託によるXbox360向けゲームソフト「ロストオデッセ

イ」や任天堂からの受託によるニンテンドーＤＳ向けタイトル「ヨッシーアイランドＤＳ」に続く新規タイトル等の

開発を進めてまいります。

　また、平成19年４月からは、今までの開発ノウハウを活かして「アーケードゲーム」事業へ進出し、㈱タカラトミー

との共同事業により本事業最初となるゲーム機「ポケモンバトリオ」を７月より全国のアミューズメント施設にて展

開を開始する計画であります。

 以上の取り組みにより、次期の連結業績につきましては、下記のように見込んでおります。

 売上高　　　　　　　　7,900　百万円　（前期比64.2％増）

 営業利益　　　　　　　　758　百万円　（前期比43.6％増）

 経常利益　　　　　　　　733　百万円　（前期比35.0％増）

 当期純利益　　　　　　　460　百万円　（前期比44.1％増）

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 19 年３月期決算短信
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　　当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度に比べ1,467百万円増

加し、3,829百万円となりました。負債は未払法人税等の増加などにより、前連結会計年度に比べ207百万円増加し、

645百万円となりました。純資産は当期純利益の増加や公募増資による資本金及び資本剰余金の増加により、前連結

会計年度に比べ1,260百万円増加し、3,183百万円となりました。

 

②　キャッシュ・フローの状況 

　　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ822百万円増加し、当連結会計年度末に

は1,806百万円（同83.6％増）となりました。 

　　当連結会計年度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とおりであります。 

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　　　　営業活動の結果使用した資金は、17百万円（前年同期比37.1％減）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益が544百万円、前受金の増加87百万円であったものの、売上債権の増加341百万円、たな卸資産の

増加186百万円及び法人税等の支払額152百万円等があったことによるものであります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　　　　投資活動の結果使用した資金は、100百万円（同51.5％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出75百万円及び無形固定資産の取得による支出32百万円等によるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　　　　財務活動の結果得られた資金は、940百万円（同2.1％増）となりました。これは公募増資による収入であり

ます。

　　当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 47.6 81.4 83.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 453.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
0.6 － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
80.9 － －

 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュフロー

 　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 　　　　（注１）当社は平成17年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりま

せん。

 　　　　（注２）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 　　　　（注３）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 　　　　（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 　　　　（注５）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。

 　　　　（注６）平成18年３月期及び平成19年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・

カバレッジ・レシオ」につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりませ

ん。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、事業展開と経営体質の強化のために、事業資金の流出を避け、内部留保の充実を図ったことから、平成

12年３月設立以来、現在に至るまで利益配当は実施しておりません。また、平成19年３月31日現在、当社は累積損

失224,178千円を計上しております。今後につきましては、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、

当社グループの業績が計画通りに推移した場合には、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新たな事

業展開に備え財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、利益配当を実施していく所存であります。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

①　ゲームソフト業界の動向

　当社グループが事業を展開しているゲームソフト業界は、国内のみならず北米、欧州においても既に広く消費

者に認知され、今後も新機種の投入やオンラインネットワーク化により海外を含めたゲームソフト市場は一定の

規模を維持すると想定しております。当社グループは、国内及び海外の市場動向を鑑み、エンドユーザーである

消費者の嗜好に留意し、主要なゲーム機種へソフトを供給できる体制を確立し事業の強化をはかっております。

しかしながら、ゲームソフト市場の成長が当社グループの予測を下回ったり、国内及び海外におけるゲーム機種

の普及状況やパッケージの製造コストが変化したり、ゲームソフトに対する消費者の嗜好が急激に変化した場合

は、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

②　業績の季節変動及び事業特性に関して

　当社グループが事業を展開しているゲームソフト市場では、国内のみならず北米、欧州においても、年末商戦

時期に消費者の購入が集中する傾向があります。そのため、同時期を中心とした販売計画となりやすい傾向があ

ります。よって、開発及び発売時期に関して同時期に的確な商品供給・サービス展開ができない場合には、当社

グループの財政状態、経営成績等に重要な悪影響が生じる可能性があります。特に、発売時期が事業年度内にお

いて変更される場合でも四半期又は中間期の業績に重大な影響が生じる可能性があるとともに、当初より事業年

度末近くに発売を予定している製品については、その発売時期が翌事業年度に変更される場合には、さらに当該

事業年度及び翌事業年度の財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があります。

③　Microsoft Corporationへの依存度

　当社グループは、独創性が高く、先端技術を取り入れた高品質のゲームソフトの開発を目指しており、現在は、

Microsoft Corporationからの受託開発及び同社の家庭用据え置き型ゲーム機Xbox360向けソフトの開発・販売に

注力しております。同社に対する売上高が連結売上高に占める割合は、平成18年３月期におきましては59.9％、

平成19年３月期におきましては61.3％となっており、当社グループの売上高は同社との取引関係に大きく影響を

受けております。これは平成17年12月に同社のXbox360が他の次世代ゲーム機に先駆けて発売されていることによ

ります。

　今後は、平成18年11月より㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントのプレイステーション３、平成18年12

月より任天堂㈱のＷｉｉが発売されたことを受け、自社販売タイトルのマルチプラットフォーム化や新たな販路

の開拓を常に心がけることにより、特定取引先に対する依存度を低下させる計画であります。しかしながら、販

売先の分散化が進んでいない段階でMicrosoft Corporationによる当社グループに対する取引方針が変化した場合

には当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

④　販売先の政策により変動する収入

　当社グループが受託開発において販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の進行にあわ

せて受取る開発売上と、販売先からユーザーへのゲームソフト販売数量に基づき受取るロイヤリティ収入からな

ります。

　開発売上については、市場動向や制作工程の事後的な変更などにより、販売先からゲームソフトの納期や仕様

に変更の要請があった場合には、それに伴い売上の計上時期や金額が変わることがあります。当社グループでは

売上の平準化を図るため、販売先や各ゲームソフトの納入時期を分散させると同時にゲームソフトの制作工程管

理を適切に行い、受託開発契約に則した納品を行うよう務めておりますが、当初計画した見積と差異が生じた場

合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。また当社の技術革新や変化への対応が遅

れるなどした結果、販売先の当社グループに対する投資対効果の評価が低下した場合には、収益性の低下や開発

依頼の減少など、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

　また、ゲームソフトの販売数量に基づき変動するロイヤリティ収入も、販売先が実施する各種の販売活動等に

より大きく影響を受け、その結果によっては、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。
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⑤　コンテンツの瑕疵

　当社グループは販売先へ納入するゲームソフトを高い品質に保つため、当社グループの開発スタッフ以外にも

数社の検査会社への外注を活用してゲームソフトの厳しい検査を行っております。また、販売先においても納品

後、ゲームソフトの動作確認やキャラクターの描写等の細部にいたるまで検収をしており、瑕疵の発生を極小化

しております。しかしながら、当社グループが販売先に納入したゲームソフトに瑕疵が発生した場合には、ソフ

トの修正対応等に費用が発生するなど当社グループの業績に影響を与える可能性があります。さらに大規模なリ

コールなどで当社グループが多額の損害賠償請求を受けた場合には、当社グループの業績に大きな影響を与える

可能性があります。

⑥　情報の漏洩

　当社グループは販売先の依頼により、ゲームソフトの企画・開発を行いますが、その際、技術情報はもとより

経営に関する情報まで、販売先が保有するさまざまな機密情報の開示を受けます。そのため、社員教育やコン

ピューターシステム上でのセキュリティ対策等様々な角度から機密情報の漏洩防止策を採っておりますが、万一

機密情報が漏洩した場合には、販売先から訴訟や発注の停止等処置を受けることも考えられ、その結果によって

は、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。また販売活動等によって得られた個人情報に

ついても、外部からの不正アクセス等によって外部流出する可能性は存在します。個人情報が流出した場合、当

社グループへの損害賠償請求、社会的信用の失墜等により、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性が

あります。

⑦　ゲームソフトの販売動向等について

　国内のゲームソフト業界においては、一般に、少子化によるゲーム需要の伸び悩み、オンラインゲーム・モバ

イルコンテンツをはじめとする遊びの多様化及びユーザー層の嗜好変化等に影響を受けております。当社グルー

プの自社販売は、上記の外部環境の動向に加え、グループにおけるゲームソフトの年間開発・発売タイトル数の

多寡、発売時期、ヒット作の有無及び１タイトル当たりの売上動向等に影響を受けており、また個別のゲームソ

フトが対応するゲーム機の盛衰、その他の要因にも影響を受けております。

　当社グループにおいては、独創性が高く、先端技術を取り入れた高品質のゲームソフトを他社に先駆けて開発・

販売することにより他社との差別化及び安定収益化を確保する方針でありますが、多様化するユーザー層のニー

ズを的確に把握し、ユーザーに受け入れられるソフトを供給できなかった場合には、販売不振、競合他社との競

争上の不利等が発生する可能性があります。また、これによるゲームソフトの採算悪化が生じ、当社グループの

業績に重要な影響を与える可能性があります。

⑧　開発要員・外注業者の確保

　当社グループは、ゲームソフトの企画・開発においてデザイナーやプログラマー、音楽や効果音に取り組むコ

ンポーザーなど特殊技術を持つ数多くの人材、外注業者を活用しております。当社グループは、継続的に優秀な

人材の確保や育成に努めてまいりますが、これらの人材が当社グループより流出した場合や外注業者の確保が行

えなかった場合は、当社グループが計画していた事業活動を遂行できず、その結果によっては、当社グループの

業績に重要な影響を与える可能性があります。

⑨　法的規制

　現在、当社グループが営む事業の中で、事業活動を直接的に規制するような法的規制はありません。しかしな

がらゲームソフトの販売においては、当社は、社団法人コンピュータエンターテインメント協会（ＣＥＳＡ）に

よる自主規制に則り、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構（ＣＥＲＯ）に

適切な年齢別レーティングを依頼しております。ＣＥＲＯによる年齢別レーティングによって当社グループで開

発したソフト及び当社グループで取り扱う商品が一定の年齢制限を受けた場合には、これらの自主規制による流

通施策上の制限を受ける可能性があります。また、将来的にこれらの自主規制が強化された場合や、ゲームソフ

ト関連事業者を対象とした法的規制が整備された場合には、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性が

あります。
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⑩　知的財産権の侵害

　当社グループの取り組む事業分野では、ゲームソフトに登場する人物や架空のキャラクターに関する著作権や

技術上の特許権等多くの知的財産権が関係しております。ゲームソフトの開発に付随して知的財産の保護の対象

となる可能性のあるものについては、必要に応じて特許権等の取得を目指しております。しかしながら、当社グ

ループの技術、ノウハウが特許権などとして保護されずに他社に先んじられた場合や、他社より保有する知的財

産権を侵害していると訴訟等を提訴された場合には、損害賠償請求、社会的信用の失墜、当社商品の開発又は販

売に支障が生じるなど、その結果によっては、当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。

 

⑪　海外での事業展開について

　当社グループは引き続き積極的に海外における自社販売の拡大を図っていく方針であります。海外展開におき

ましては、メディア、流通など地域特性によるビジネスリスクに加え、知的財産権侵害に関するリスク、為替リ

スクなど多岐にわたり存在します。当社グループは、これらのリスクを最小限にすべく充分な検証を行い、対策

を講じたうえで海外展開を進めております。しかしながら当社グループの想定しない事態が生じた場合には、当

社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

⑫　ストックオプションによる株式の希薄化

　平成19年３月31日現在における新株予約権による潜在株式数は、1,290株であり、発行済株式総数48,930株の

2.64％に相当いたします。今後につきましても、役員及び従業員等のモチベーション向上と優秀な人材の確保を

目的としてストックオプションによる新株予約権発行を検討しており、新株予約権の行使が行われた場合、保有

株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお、当該新株予約権の状況及び内容につきましては「第４　

連結財務諸表　注記事項　（ストック・オプション）」をご参照ください。

 　　 ⑬　Ｍ＆Ａについて

　当社グループは、事業拡大のスピードを速めることや優秀な人材の確保等を目的として、当社グループの事業

に関連するオンラインゲーム運営会社やゲームソフト開発会社等についてＭ＆Ａを活用することも検討しており

ます。Ｍ＆Ａ等により事業規模が拡大した場合には、当社グループの収益構造が変化し、当社グループの業績に

重要な影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社３社（株式会社アートゥーン、株式会社キャビア、株式会社フィールプラス）

により構成されております。

　当社グループは、クオリティにこだわったエンターテイメント作品をユーザーに提供し続けることを基本方針とし、

ゲームソフトの企画・開発・販売を主たる業務としたエンターテイメント事業を行っております。 

　当事業においては、当社において連結子会社３社の制作したゲームソフトを国内で販売するとともに海外へ同ソフ

トのライセンス販売を行うほか、海外メーカーが制作したゲームソフトの販売権を取得し国内での販売を行っており

ます。また、連結子会社３社において、各社特色ある開発スタジオとして当社からの受託開発や、Microsoft　

Corporation向け大型ロールプレイングゲームや任天堂株式会社向けアクションゲーム、その他大手ゲームソフトメ－

カーからの受託開発を行っております。

（受託開発）

国内外のゲームソフトメーカーからの受託開発であり、Ｘｂｏｘ３６０やプレイステーション３、Ｗｉｉ等の家庭用

ゲーム機器及びニンテンドーＤＳ等の携帯型ゲーム機向けのソフト開発を行っております。

受託開発契約に基づく開発売上とゲームソフト販売数量に基づくロイヤリティ収入が受託開発の売上となります。

（自社販売）

家庭用ゲーム機器及び携帯型ゲーム機向けゲームソフトの企画・開発・販売を行っております。

国内の自社商品売上と海外パブリッシャーへの販売許諾契約に基づくロイヤルティ収入が自社販売の売上となってお

ります。

 

［事業系統図］

 
一般消費者・ユーザー 

販売先（ゲームソフト卸会社） 

 
当社 

ゲームソフトの 

企画・販売 

㈱アートゥーン 

㈱キャビア 

㈱フィールプラス 

仕入先 外注先 

商品 

ゲームソフト 

代金 

販売先（ゲームソフトメーカー） 
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ゲームソフト 代金 
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［自社販売］ ［受託開発］ 

ゲームソフト 代金 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは創業以来、企業理念として「驚きと感動を世界に」を掲げ、クオリティにこだわったエンターテイメ

ント作品をユーザーに提供し続けることを基本方針としております。また、株主、顧客及び従業員の満足度向上や信

頼構築に努めるとともに、共存共栄を機軸とした経営展開を図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、企業価値の拡大と競争力の強化を図る観点から売上高営業利益率を、株主資本の事業活用効果の観

点から自己資本利益率（ROE）を重点経営指標としております。売上高営業利益率につきましては、平成19年３月期に

おいて11.0％を計上しており、中期的な目標指標としては15.0％を掲げております。自己資本利益率（ROE）につきま

しては、平成19年３月期において10.0％を計上しており、中期的な目標指標としては20.0％を掲げております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、「ユーザーのニーズを的確にとらえるマーケティング」、「時代の流れに先行する開発」、「あら

たなエンターテイメント・サービスの提供」を経営の基本ビジョンとしており、下記の経営戦略を掲げております

 ① 事業構造の進化

　　・ 時代のニーズに沿った事業構造の構築

　　・ 事業領域の拡大と新規事業への投資と挑戦

 ② 消費者志向の複合サービス企業の実現

  　・ 消費者満足を最大化するゲームソフトの開発と提供

  　・ 消費者を基点とした組織運営と業務フローの構築

 ③ コーポレートガバナンス体制の充実

  　・ ＣＳＲ経営の実践

  　・ 業務執行の意思決定体制の強化

　　・ 内部統制体制の強化

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループを取り巻く環境は、国内外景気とも回復基調の傾向にありますが、今後の金利、外国為替、原油価格

動向等景気回復に影響を及ぼす不確定要素も多く存在し楽観視はできない状況にあります。

　当社グループの属するエンターテイメント業界におきましては、平成17年12月のマイクロソフト「Xbox360」の発売

にはじまり、ソニー「プレイステーション３」や任天堂「Ｗｉｉ」といった次世代機が続々と発売され、ユーザーの

期待が高まる一方、あらゆる面でその声に応えられる企業力が求められております。そのような状況の下、当社グルー

プといたしましては以下の点を経営課題と捉え、経営強化に取り組んでまいります。

①　技術開発力の向上

　当社グループはゲーム自体のアイディアや独創性、面白さの追及はもちろんのこと、それぞれのハードウェアの

特性を最大限に生かしたソフト開発技術と、ワンソース・マルチプラットフォーム対応できる開発技術により開発

効率を向上させることが企業収益の向上に繋がると考えており、優秀な技術者やプロデューサーの採用、教育シス

テムの強化を通し、更なるソフト開発力の向上を行なっていく所存であります。

②　自社オリジナルコンテンツの制作

　当社グループはゲームソフトの受託開発と自社オリジナルコンテンツの制作をバランスを取りながら進めていく

所存です。受託開発で収益基盤を確保し、企業規模の効率的な拡大を目指した自社オリジナルコンテンツの制作を

進めております。世界に通用する自社オリジナルコンテンツの制作を行なうことで、そこから派生する二次著作物

等の副次収益の獲得も目指していく所存であります。

③　海外展開の強化

　ゲームソフト業界においては、北米、欧州市場等の海外市場が日本を越えるマーケット規模に成長しており、企

業成長のためには海外市場での商品力確保が必須な状況であります。当社グループとしましては、受託開発、自社

オリジナルコンテンツ制作とも、海外市場で通用する技術力と商品力を確保できる開発体制を目指しております。
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④　「ＡＱインタラクティブ」ブランドの構築

　当社グループにおきまして「ＡＱインタラクティブ」ブランドによる販売体制を平成17年10月から開始いたしま

した。顧客満足度の高い、高品質な商品作りに連動するブランド構築を行なうことで、今後継続的に企業の知名度

アップを図り、ユーザーから支持されるエンターテイメント企業を目指していく所存であります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　　内部管理体制の整備・運用状況の状況につきましては、別途公表しております「コーポレートガバナンスに関

　する報告書」をご参照ください。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   983,627   1,806,096   

２．売掛金   274,642   616,578   

３．仕掛品   143,711   177,300   

４．コンテンツ制作仕掛
品

  389,981   542,054   

５．貯蔵品   222   894   

６．前払費用   52,280   66,414   

７．未収消費税等   66,730   76,451   

８．繰延税金資産   23,078   87,024   

９．その他   1,518   50,260   

流動資産合計   1,935,793 82.0  3,423,075 89.4 1,487,281

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  71,388   74,013    

減価償却累計額  20,126 51,261  30,330 43,682   

(2）車両運搬具  17,107   16,772    

減価償却累計額  9,206 7,901  7,971 8,800   

(3）工具器具備品  162,163   202,087    

減価償却累計額  96,130 66,032  124,526 77,561   

有形固定資産合計   125,195 5.3  130,044 3.4 4,848

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア   54,687   51,314   

(2）連結調整勘定   63,074   －   

(3）のれん   －   49,407   

(4）その他   458   458   

無形固定資産合計   118,221 5.0  101,180 2.6 △17,040
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）敷金   158,709   158,709   

(2）長期前払費用   23,520   16,013   

投資その他の資産合
計

  182,229 7.7  174,722 4.6 △7,507

固定資産合計   425,646 18.0  405,947 10.6 △19,698

資産合計   2,361,439 100.0  3,829,022 100.0 1,467,583

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   192,560   205,782   

２．未払金   102,591   19,900   

３．未払法人税等   102,989   237,006   

４．賞与引当金   1,924   10,140   

５．その他   38,376   173,082   

流動負債合計   438,441 18.6  645,912 16.9 207,470

負債合計   438,441 18.6  645,912 16.9 207,470

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  1,097,400 46.5  － － △1,097,400

Ⅱ　資本剰余金   995,434 42.1  － － △995,434

Ⅲ　利益剰余金   △169,835 △7.2  － － 169,835

資本合計   1,922,998 81.4  － － △1,922,998

負債及び資本合計   2,361,439 100.0  － － △2,361,439
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,567,896 40.9 1,567,896

２．資本剰余金   － －  1,465,930 38.3 1,465,930

３．利益剰余金   － －  149,284 3.9 149,284

株主資本合計   － －  3,183,110 83.1 3,183,110

純資産合計   － －  3,183,110 83.1 3,183,110

負債純資産合計   － －  3,829,022 100.0 3,829,022
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   4,036,422 100.0  4,809,917 100.0 773,494

Ⅱ　売上原価   2,691,024 66.7  3,020,559 62.8 329,534

売上総利益   1,345,398 33.3  1,789,358 37.2 443,959

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  1,075,384 26.6  1,261,397 26.2 186,013

営業利益   270,013 6.7  527,960 11.0 257,946

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  56   659    

２．為替差益  154   －    

３．雇用奨励金  889   －    

４．機材負担金  －   24,404    

５．その他  856 1,956 0.0 6,156 31,221 0.6 29,264

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  357   －    

２．新株発行費  4,498   －    

３．株式交付費  －   15,353    

４．その他  390 5,246 0.1 671 16,024 0.3 10,778

経常利益   266,724 6.6  543,156 11.3 276,432

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ － － － 1,798 1,798 0.0 1,798

         

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 162   46    

２．役員退任慰労金  10,000 10,162 0.2 － 46 0.0 △10,115

税金等調整前当期純
利益

  256,561 6.4  544,909 11.3 288,347

法人税、住民税及び
事業税

 131,790   289,734    

法人税等調整額  △14,597 117,192 3.0 △63,945 225,788 4.7 108,596

少数株主利益（控
除）

  105,302 2.6  － － △105,302

当期純利益   34,066 0.8  319,120 6.6 285,053
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   150,000

Ⅱ　資本剰余金の増加額    

増資による新株の発行  489,900  

株式交換による増加高  355,534 845,434

Ⅲ　資本剰余金期末残高   995,434

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △203,902

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  34,066 34,066

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △169,835

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,097,400 995,434 △169,835 1,922,998 1,922,998

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 470,496 470,496  940,992 940,992

当期純利益   319,120 319,120 319,120

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

470,496 470,496 319,120 1,260,112 1,260,112

平成19年３月31日　残高（千円） 1,567,896 1,465,930 149,284 3,183,110 3,183,110
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 256,561 544,909  

減価償却費  70,894 79,893  

連結調整勘定償却額  9,866 －  

のれん償却額  － 13,667  

賞与引当金の増減額  △3,884 8,216  

受取利息及び受取配当
金

 △56 △659  

支払利息  357 －  

為替差損益  △916 385  

固定資産除売却損益  162 △1,752  

売上債権の増減額  29,558 △341,936  

たな卸資産の増減額  △371,476 △186,333  

仕入債務の増減額  66,738 13,222  

未払金の増減額  33,815 △61,999  

前受金の増減額  5,250 87,750  

その他  △25,366 △21,311  

小計  71,505 134,051 62,546

利息及び配当金の受取
額

 56 659  

利息の支払額  △357 －  

法人税等の支払額  △99,550 △152,538  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △28,346 △17,827 10,518
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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

 △81,068 △75,637  

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 8,160  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △42,223 △32,834  

敷金の差入による支出  △64,042 －  

敷金の返還による収入  420 －  

長期前払費用の取得に
よる支出

 △19,777 －  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △206,692 △100,310 106,382

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
（純額）

 △25,000 －  

長期借入金の返済によ
る支出

 △29,000 －  

新株式発行による収入  975,301 940,992  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 921,301 940,992 19,690

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 916 △385 △1,302

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 687,179 822,468 135,289

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 296,447 983,627 687,179

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 983,627 1,806,096 822,468
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱アートゥーン

㈱キャビア

㈱フィールプラス

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

㈱アートゥーン

㈱キャビア

㈱フィールプラス

　上記のうち、㈱キャビアについては、平

成17年10月３日付けで会社分割に伴い新た

に設立したため、連結の範囲に含めており

ます。

　すべての子会社を連結しております。

　すべての子会社を連結しております。

　

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度末日は、連結決算

日と一致しております。

同左

３．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　デリバティブ

─────── 

②　たな卸資産

　イ．仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

　ロ．コンテンツ制作仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

①　デリバティブ

　　時価法を採用しております。

②　たな卸資産

　イ．仕掛品

　　　　　　　同左

 

　ロ．コンテンツ制作仕掛品

　　　　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

①　有形固定資産

同左

建物 ３～15年

車両運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～６年

 

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

 

②　無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

─────── 

 

 ─────── 

 

②　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　連結子会社の㈱アートゥーンは従業員

に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度

負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

───────  　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円換算し、換算差額は損

益として処理しております。　　　

(6）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価の方法

については全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

５．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

─────── 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

─────── 　のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

───────

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあり

ません。

─────── 

　

　

─────── 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は3,183百

万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

　

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─────── 

 

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度において「連結調整勘定」と掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示して

おります。 

 

─────── 

 

 （連結損益計算書）

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外

収益の「雇用奨励金」（当連結会計年度は889千円）は、

営業外収益総額の100分の10以下となったため、営業外収

益の「その他」に含めて表示しております。

─────── 

 

前連結会計年度において営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当連結会計年度より「株式交

付費」と表示する方法に変更しております。

─────── 

 

 （連結キャッシュフロー計算書）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん

償却額」と表示しております。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度より自社コンテンツの制作を開始したこ

とにより、自社コンテンツに係る仕掛品を「コンテンツ制

作仕掛品」として表示しております。

─────── 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　発行済株式総数

普通株式　42,430株

※１　　　　　　　　─────── 

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 107,150千円

給料手当 106,316

賞与引当金繰入額 3,857

研究開発費 449,446

広告宣伝費 122,873

減価償却費 7,166

役員報酬 137,944千円

給料手当 233,365

賞与引当金繰入額 6,958

研究開発費 449,924

広告宣伝費 108,132

減価償却費 15,769

※２　研究開発費の総額 449,446千円 ※２　研究開発費の総額 449,924千円

※３　　　　　　　 ────── ※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　　　　　　  

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 1,798千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 162千円 工具器具備品 46千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 42,430 6,500 － 48,930

合計 42,430 6,500 － 48,930

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加6,500株は、公募による新株発行によるものです。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成17年新株予約権(注)1 普通株式 750 － 100 650 －

平成18年新株予約権(注)2,3 普通株式 － 710 70 640 －

ストック・オプションとし

ての新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 750 710 170 1,290 －

 （注）１．平成17年新株予約権の当連結会計年度減少は、退職による権利失効によるものであります。

 　　　２．平成18年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　　　３．平成18年新株予約権の当連結会計年度減少は、退職による権利失効によるものであります。

 　　　４．上記の新株予約権において、権利行使可能なものはありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金残高 983,627千円

現金及び現金同等物の期末残高 983,627千円

現金及び預金残高 1,806,096千円

現金及び現金同等物の期末残高 1,806,096千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 3,614 1,606 2,007

合計 3,614 1,606 2,007

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 5,251 2,851 2,400

合計 5,251 2,851 2,400

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,204千円

１年超 803千円

合計 2,007千円

１年内 950千円

１年超 1,450千円

合計 2,400千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1,267千円

減価償却費相当額 1,267千円

支払リース料 1,267千円

減価償却費相当額 1,267千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

     リース期間を耐用年数とし、約定残存価格を償却限度

額とする定額法により算出しております。

（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

 １　取引状況に関する事項  

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1） 取引内容

──────

(1） 取引内容

 　当社の利用しているデリバティブ取引は、為替予

約取引であります。

(2） 取引に対する取組方針

──────

(2） 取引に対する取組方針

 　デリバティブ取引に対する取組方針としては、

ヘッジ目的に限定しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(3） 取引の利用目的

──────

(3） 取引の利用目的

 　外貨建金銭債権債務の決済に係る短期的な為替

レートの変動リスクを回避する目的で為替予約を利

用しております。

(4） 取引に係るリスクの内容

──────

(4） 取引に係るリスクの内容

 　取引の相手方は、信用度の高い金融機関であり、

相手方の債務不履行による信用リスクはほとんど無

いと認識しております。

(5） 取引に係るリスク管理体制

──────

(5） 取引に係るリスク管理体制

 　デリバティブの管理体制につきましては、経理部

が決済申請を起案し、担当取締役の決済を得て実行

します。取引の実行は、経理部担当者が為替予約の

残高等を把握し、随時当社担当役員に状況報告を

行っております。

(6） 取引の時価等に関する事項についての補足説明

──────

(6） 取引の時価等に関する事項についての補足説明

──────

 ２　取引の時価等関する事項  

区分 種類

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 当連結会計年度末（平成19年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外

の取引

為替予約取引         

　買建

　　米ドル 
－ － － － 43,869 － 44,062 △192

合計 － － － － 43,869 － 44,062 △192

前連結会計年度 当連結会計年度

──────

　

　

──────

　（注）１．時価の算定方法　

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づ

き算定しております。　

　　　　２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取

引は除いております。　
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（退職給付関係）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名、従業員６名、子会社

取締役３名、子会社従業員11名

当社従業員７名、子会社取締役１名、

子会社従業員41名

株式の種類別のストック・オプション

数（注）
普通株式　 750株 普通株式　 710株

付与日 平成17年８月27日 平成18年４月30日

権利確定条件

権利確定条件は付与されておりません。

なお、被付与者が取締役または従業員

の地位を失った場合は原則として権利

行使をすることはできません。その他、

細目については当社と付与対象者との

間で締結する「新株予約権割当契約」

に定めております 

 同左

対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。  同左

権利行使期間
 平成19年11月１日から

 平成24年８月31日まで

 平成20年５月１日から

 平成25年４月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  750 －

付与  － 710

失効  100 70

権利確定  － －

未確定残  650 640

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －
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②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 60,000 240,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －

（企業結合等関係）

 　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

事業税 9,417千円

繰越欠損金 74,217

連結会社間内部利益消去 8,144

賞与引当金 2,751

仕掛品評価損 14,708

減価償却費 4,935

その他 4,581

繰延税金資産小計 118,757

評価性引当金 △95,679

繰延税金資産合計 23,078

事業税 22,811千円

繰越欠損金 69,897

連結会社間内部利益消去 59,278

賞与引当金 4,167

減価償却費 3,969

その他 2,710

繰延税金資産小計 162,835

評価性引当金 △75,811

繰延税金資産合計 87,024

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 1.0

均等割 1.2

評価性引当金 0.7

連結調整勘定 1.6

連結上の未実現損益 0.5

子会社税率差異 1.6

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 1.8

均等割 0.4

評価性引当金 △2.9

のれん 1.0

子会社税率差異 0.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.4
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至

平成19年３月31日）において、当社グループはゲームソフト開発事業以外の事業を行っていないため、単一セグ

メントとなっております。このため事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至

平成19年３月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所

在地別セグメント情報は作成しておりません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 米国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,296,001 2,296,001

Ⅱ　連結売上高（千円） － 4,036,422

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
56.9 56.9

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 米国 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,955,416 272,094 3,227,510

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 4,809,917

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
61.4 5.7 67.1

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

欧州・・・・・フランス

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権の所
有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び個

人主要株主
中山隼雄 － －

当社代表

取締役社

長

（被所有）

直接　36.8
－ －

株式交換

（注）１
230,665 － －

役員 石井洋児 － －

当社代表

取締役副

社長

（被所有）

直接　 9.4
－ －

株式交換

（注）１
65,904 － －

役員 山中孝一 － －
当社取締

役

（被所有）

直接　 0.9
－ －

増資の引受

（注）２
22,800 － －

　（注）１．株式交換については、株式会社アートゥーンを当社の完全子会社とするため、平成17年６月30日に実施した

ものであります。第三者による企業価値評価に基づき、㈱アートゥーン株式１株に対し当社株式20株の割合

で割当交付し、資本金及び資本準備金に組入れております。

２．当社が行った第三者割当増資を引き受けたものであります。

取引条件については、第三者による企業価値評価に基づき、算出した株式の評価額を基に決定しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 19 年３月期決算短信

－ 28 －



（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 45,321.66円

１株当たり当期純利益金額 1,019.72円

１株当たり純資産額 65,054.37円

１株当たり当期純利益金額 7,418.47円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
7,302.19円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。

─────── 

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 34,066 319,120

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 34,066 319,120

期中平均株式数（株） 33,408 43,017

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　普通株式増加数（株） － 685

 　（うち新株予約権） －  (685)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権の数750

個）。

─────
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．新株予約権（ストックオプション）の付与

　平成18年４月20日開催の株主総会及び平成18年４月27

日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年４月30日付

で当社取締役及び従業員に対して、商法第280条ノ21の

規定に基づき新株予約権の付与（ストックオプション）

をいたしております。その概要は以下のとおりでありま

す。

(1）発行した新株予約権の数

710個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　710株

(3）新株予約権の発行価額

無償

(4）新株予約権の行使時の払込金額

１株あたり　240,000円

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　　240,000円

資本組入額　　　120,000円

(6）新株予約権の行使期間

平成20年５月１日から平成25年４月30日

(7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の行使時において、当社又は当社子会

社の取締役、監査役、又は従業員（顧問も含まれ

る）の地位を保有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りではない。

②　その他、新株予約権の行使条件は、当社と新株予

約権者で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

─────── 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   552,445   1,025,868   

２．売掛金 ※２  377,212   542,858   

３．コンテンツ制作仕掛
品

  335,281   589,224   

４．貯蔵品   222   857   

５．前払費用   1,118   6,272   

６．未収入金 ※２  27,915   14,882   

７．未収消費税等   18,405   35,395   

８．その他   4,035   21,170   

流動資産合計   1,316,637 66.5  2,236,530 76.3 919,893

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  －   2,996    

減価償却累計額  － －  702 2,293   

(2）車両運搬具  11,250   －    

減価償却累計額  5,679 5,570  － －   

(3）工具器具備品  1,198   40,918    

減価償却累計額  222 975  8,390 32,528   

有形固定資産合計   6,546 0.3  34,821 1.2 28,275

２．無形固定資産         

(1）電話加入権   314   314   

(2）ソフトウエア   231   4,300   

無形固定資産合計   546 0.0  4,615 0.1 4,069
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   572,741   572,741   

(2）敷金   84,273   84,273   

(3）長期前払費用   －   127   

投資その他の資産合
計

  657,014 33.2  657,142 22.4 127

固定資産合計   664,106 33.5  696,578 23.7 32,471

資産合計   1,980,744 100.0  2,933,109 100.0 952,365

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※２  94,628   131,003   

２．未払金 ※２  113,570   2,703   

３．未払法人税等   5,655   5,052   

４．未払費用   6,235   3,808   

５．預り金   2,791   4,213   

６．その他   －   52,692   

流動負債合計   222,880 11.3  199,473 6.8 △23,407

負債合計   222,880 11.3  199,473 6.8 △23,407

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  1,097,400 55.4  － － △1,097,400

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  919,422   －    

資本剰余金合計   919,422 46.4  － － △919,422

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処理損失  258,959   －    

利益剰余金合計   △258,959 △13.1  － － 258,959

資本合計   1,757,863 88.7  － － △1,757,863

負債資本合計   1,980,744 100.0  － － △1,980,744
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,567,896 53.4 1,567,896

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,389,918    

資本剰余金合計   － －  1,389,918 47.4 1,389,918

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △224,178    

利益剰余金合計   － －  △224,178 △7.6 △224,178

株主資本合計   － －  2,733,635 93.2 2,733,635

純資産合計   － －  2,733,635 93.2 2,733,635

負債純資産合計   － －  2,933,109 100.0 2,933,109
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．経営管理収入  142,000   344,000    

２．製品売上高  1,262,774 1,404,774 100.0 1,174,955 1,518,955 100.0 114,181

Ⅱ　売上原価         

１．当期製造原価 ※３ 1,014,771 1,014,771 72.2 969,496 969,496 63.8 △45,274

売上総利益   390,002 27.8  549,459 36.2 159,456

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2  545,511 38.9  500,212 33.0 △45,299

営業利益又は営業損失
（△）

  △155,509 △11.1  49,246 3.2 204,755

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※３ 115   2,673    

２．事務受託手数料 ※３ 12,500   5,400    

３．その他  314 12,929 0.9 921 8,995 0.6 △3,934

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息 ※３ 1,288   603    

２．新株発行費  4,498   －    

３．株式交付費  －   15,353    

４．為替差損  14   715    

５．その他  0 5,802 0.4 240 16,913 1.1 11,110

経常利益又は経常損失
（△）

  △148,381 △10.6  41,328 2.7 189,710

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ － － － 189 189 0.0 189

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  △148,381 △10.6  41,517 2.7 189,899

法人税、住民税及び事
業税

  2,290 0.1  6,737 0.4 4,446

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △150,672 △10.7  34,780 2.3 185,452

前期繰越損失   108,287   －   

当期未処理損失   258,959   －   
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費 ※２ 327,307 22.5 309 0.0  

Ⅱ　外注費  948,653 65.2 1,045,256 85.2  

Ⅲ　経費 ※３ 178,171 12.3 181,717 14.8  

当期総製造費用  1,454,132 100.0 1,227,283 100.0 △226,849

期首仕掛品たな卸高  126,538  335,281   

合計  1,580,671  1,562,564   

期末コンテンツ制作
仕掛品たな卸高

 335,281  589,224   

他勘定振替高 ※４ 230,618  3,843   

当期製造原価  1,014,771  969,496  △45,274

       

　（注）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．原価の計算方法

当社は、個別原価計算を採用しております。

１．原価の計算方法

同左

※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※２．労務費の主な内訳は、次のとおりであります。

賃金手当・賞与 282,172千円 賃金手当・賞与 262千円

※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 ※３．経費の主な内訳は、次のとおりであります。

減価償却費 15,257千円 ロイヤリティ 109,676千円

※４．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

研究開発費 230,248千円

貯蔵品 369千円

貯蔵品 3,843千円
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   258,959

Ⅱ　次期繰越損失   258,959

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
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18年３月31日　残高
（千円）

1,097,400 919,422 919,422 △258,959 △258,959 1,757,863 1,757,863

事業年度中の変動額        

新株の発行 470,496 470,496 470,496   940,992 940,992

当期純利益    34,780 34,780 34,780 34,780

事業年度中の変動額合計
（千円）

470,496 470,496 470,496 34,780 34,780 975,772 975,772

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,567,896 1,389,918 1,389,918 △224,178 △224,178 2,733,635 2,733,635
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1）デリバティブ

─────── 

(1）デリバティブ

　　時価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(1）仕掛品

同左

(2）コンテンツ制作仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2）コンテンツ制作仕掛品

 

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

建物 ３～15年

車両運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～６年

 

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

 

(2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、３

年均等償却による方法を採用しておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

─────── 

 

 ─────── 

　

(２）新株交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

６．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

─────── 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

７．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

８．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。

　これによる当期の損益に与える影響はありません。

───────

 

 

─────── 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,733百

万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

　

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─────── 

 

 （損益計算書）

　前事業年度において営業外費用の内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」

と表示する方法に変更しております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当事業年度より自社コンテンツの制作を開始したことに

より、自社コンテンツに係る仕掛品を「コンテンツ制作仕

掛品」として表示しております。

　　　　　　　　　　───────　               
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．　　　　　　　───────

授権株式数 普通株式 45,000株

発行済株式総数 普通株式 42,430株

※２．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※２．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

流動資産  

売掛金 138,600千円

未収入金 26,644

流動負債  

買掛金 82,644

未払金 75,582

流動資産  

売掛金 181,125千円

未収入金  5,670

流動負債  

買掛金  73,027

  

　３．資本の欠損の額は、258,959千円であります。 　３．　　　　　　　　───────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は21.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は78.4％で

あります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は24.1％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

75.9％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 57,599千円

給料手当 52,835

支払手数料 47,197

研究開発費 194,810

減価償却費 2,487

広告宣伝費 109,403

役員報酬 81,590千円

給料手当 118,555

支払手数料 84,981

減価償却費 11,212

広告宣伝費 107,532

※２．研究開発費の総額 194,810千円 ※２．　　　　　　　───────  

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社に対する外注費 539,639千円

関係会社からの事務受託手数料 12,500

 ─────

関係会社に対する支払利息

－

1,288

関係会社に対する外注費 950,974千円

関係会社からの事務受託手数料 5,400

関係会社からの受取利息

関係会社に対する支払利息

2,560

603

※４．　　　　　　　─────── ※４．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両運搬具 189千円

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 19 年３月期決算短信

－ 40 －



（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　該当事項はありません。

 　　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

事業所税 447千円

事業税 1,369

仕掛品評価損 14,708

減価償却費 4,935

繰越欠損金 74,217

繰延税金資産小計 95,679

評価性引当金 △95,679

繰延税金資産合計 －

事業所税 273千円

事業税 1,670

繰越欠損金 69,897

繰延税金資産小計 71,841

評価性引当金 △71,841

繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失が計上されてい

るため記載しておりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久差異 18.7

均等割 2.3

評価性引当金 △45.8

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 41,429.72円

１株当たり当期純損失金額 4,510.04円

１株当たり純資産額 55,868.29円

１株当たり当期純利益金額 808.53円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
795.85円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、１株当たり当期純

損失であり、また、当社株式は非上場であるため、期中平

均株価が把握できませんので記載しておりません。

─────── 

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △150,672 34,780

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△150,672 34,780

期中平均株式数（株） 33,408 43,017

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　普通株式増加額（株） － 685

 　（うち新株予約権） －  (685)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権の数750

個）。

─────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．新株予約権（ストックオプション）の付与

　平成18年４月20日開催の株主総会及び平成18年４月27

日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年４月30日付

で当社取締役及び従業員に対して、商法第289条ノ21の

規定に基づき新株予約権の付与（ストックオプション）

をいたしております。その概要は以下のとおりでありま

す。

(1）発行した新株予約権の数

710個

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　710株

(3）新株予約権の発行価額

無償

(4）新株予約権の行使時の払込金額

１株あたり　240,000円

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額及び資本組入額

発行価額　　240,000円

資本組入額　120,000円

(6）新株予約権の行使期間

平成20年５月１日から平成25年４月30日

(7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の行使時において、当社又は当社子会

社の取締役、監査役、又は従業員（顧問も含まれ

る）の地位を保有していることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職その他正当な理由

のある場合はこの限りではない。

②　その他、新株予約権の行使条件は、当社と新株予

約権者で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。

─────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 19 年３月期決算短信

－ 43 －


