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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 1,196 － △9 － △7 － △120 －

19年３月期第１四半期 － － － － － － － －

19年３月期 4,809 － 527 － 543 － 319 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 △2,460 50 － －

19年３月期第１四半期 － － － －

19年３月期 7,418 47 7,302 19

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、平成20年３月期第１四半期は、１株当たり四半期純損失

が計上されているため記載しておりません。

(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

20年３月期第１四半期 3,779 3,152 81.1 62,683 17

19年３月期第１四半期 － － － － －

19年３月期 3,829 3,183 83.1 65,054 37

(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

20年３月期第１四半期 △275 △80 － 1,452

19年３月期第１四半期 － － － －

19年３月期 △17 △100 940 1,806
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年３月期第１四半期 － －

20年３月期第１四半期 － －

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）

　　　第１四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成19年５月15日に公表しました業績予想の見直しは行なってお

りません。 

 

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

＜業績予想＞

　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

要因により異なる可能性があります。

＜その他特記事項＞

　当四半期決算より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び増減比は記載しておりません。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　当第１四半期における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、携帯ゲーム機「ニンテン

ドーＤＳ」の販売が好調に推移し、また、平成17年12月にMicrosoft Corporationが「Xbox360」を、平成18年11月に

は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが「プレイステーション３」、そして平成18年12月には任天堂

株式会社から「Wii」が発売され、これら次世代ゲーム機の普及により、拡大基調となりました。

　このような事業環境のもと、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、国内市場において、平成19年６月に当社初のWii向けソフト「はじめの一歩　Revolution」を

発売したほか、Xbox360向けソフト「バレットウィッチ　Xbox360プラチナコレクション」（当社のオリジナルタイト

ルの廉価版）を６月に発売いたしました。また、海外市場におきましては、平成19年６月に連結子会社化した米国法

人であるXSEED JKS, Inc.において、ＰＳＰ向けソフト「Valhalla Knights」や「Dungeon Maker」を発売し、当社グ

ループとしての北米での自社販売体制を構築いたしました。

　受託開発部門におきましては、前事業年度から開発を行っておりますMicrosoft CorporationからのXbox360向けタ

イトル「ロストオデッセイ」をはじめ、各パブリッシャーからの受託タイトルにつきましても順調に開発が進行いた

しました。

　上記の結果、売上高は1,196百万円となりましたが、自社販売タイトル「はじめの一歩　Revolution」に係る開発

費用を販売時に一括して計上したことや広告宣伝費等が費用先行したことなどにより売上原価や販売費及び一般管理

費の負担が大きく営業損失9百万円、経常損失７百万円となりました。また、外国法人税などの法人税等や繰延税金

資産のうち一部を評価引当したことにより当期純損失120百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  　当第１四半期における総資産は3,779百万円となり、前連結会計年度に比べ49百万円減少いたしました。また、純

資産は3,152百万円となり、前連結会計年度の末に比べ30百万円減少いたしました。

　キャッシュフローの状況につきましては、営業活動においては275百万円の支出となりました。主な要因といたし

ましては、法人税等の支払い279百万円などによります。投資活動においては80百万円の資金の支出となりました。

主な要因といたしましては、新規連結子会社の取得による35百万円の支出、本社事務所の追加敷金の差入れ22百万円、

開発用機材取得による19百万円の支出などによります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の第１四半期末残高は1,452百万円となりました。

 

３．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子会社の異動）

 　　 平成19年６月26日、XSEED JKS, Inc.（米国法人）を、議決権の55％を取得し子会社化いたしました。かねてより、

北米市場を営業戦略上重要な拠点と考えており、今後、北米地域での自社販売事業を開始する予定であります。

 　 　なお、上記法人は、特定子会社には該当しておりません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　　 法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

 　　 平成19年度の法人税法の改正に伴い、有形固定資産の減価償却費の計上方法を変更しております。なお、この変

更にともなう当第１四半期における影響額は軽微であります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

（参考）前期末
（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

現金及び預金 1,452,646 1,806,096

売掛金 587,557 616,578

仕掛品 259,960 177,300

コンテンツ制作仕掛品 717,979 542,054

繰延税金資産 152,507 87,024

その他 169,135 194,021

流動資産合計 3,339,787 3,423,075

Ⅱ　固定資産   

１.有形固定資産 139,319 130,044

２.無形固定資産 104,193 101,180

３.投資その他の資産 196,388 174,722

固定資産合計 439,901 405,947

資産合計 3,779,689 3,829,022

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

買掛金 179,466 205,782

未払金 116,386 19,900

未払法人税等 124,886 237,006

賞与引当金 13,796 10,140

その他 192,501 173,082

流動負債合計 627,037 645,912

負債合計 627,037 645,912
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科目

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

（参考）前期末
（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

１.資本金 1,567,896 1,567,896

２.資本剰余金 1,241,751 1,465,930

３.利益剰余金 253,071 149,284

株主資本合計 3,062,718 3,183,110

Ⅱ　評価・換算差額等   

 　　 為替換算調整勘定 4,369 －

 　 評価・換算差額等合計 4,369 －

Ⅲ　少数株主持分 85,564 －

純資産合計 3,152,651 3,183,110

負債、純資産合計 3,779,689 3,829,022

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,196,184 4,809,917

Ⅱ　売上原価 806,872 3,020,559

売上総利益 389,312 1,789,358

Ⅲ　販売費及び一般管理費 398,817 1,261,397

営業利益又は営業損失（△） △9,504 527,960

Ⅳ　営業外収益 2,651 31,221

Ⅴ　営業外費用 181 16,024

経常利益又は経常損失（△） △7,034 543,156

Ⅵ　特別利益 － 1,798

Ⅶ　特別損失 － 46

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△7,034 544,909

税金費用 109,427 225,788

少数株主利益 3,929 －

当期純利益又は四半期純損失（△） △120,392 319,120

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△7,034 544,909

　減価償却費 18,568 79,893

　のれん償却額 4,279 13,667

　賞与引当金の増加額 3,655 8,216

　受取利息 △254 △659

　為替差損 － 385

　固定資産除売却益 － △1,752

　売上債権の増減額（△増加） 48,322 △341,936

　たな卸資産の増加額 △175,495 △186,333

　仕入債務の増減額（△減少） △28,198 13,222

　未払金の増減額（△減少） 96,186 △61,999

　前受金の増減額（△減少） △28,612 87,750

　その他 72,586 △21,311

小計 4,003 134,051

　利息の受取額 254 659

　法人税等の支払額 △279,660 △152,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,402 △17,827

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 △19,725 △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 △1,998 △32,834

　敷金の差入れによる支出 △22,701 －

　新規連結に伴う子会社株式取得による支出 △35,870 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,296 △100,310

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

　新株発行による収入 － 940,992

財務活動によるキャッシュ・フロー － 940,992

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,249 △385

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少） △353,449 822,468

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,806,096 983,627

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 1,452,646 1,806,096

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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