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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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３四半期 3,997 － 429 － 416 － 196 －

19年３月期第３四半期 － － － － － － － －

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３四半期 3,923 71 3,859 28

19年３月期第３四半期 － － － －

19年３月期 7,418 47 7,302 19

 

(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３四半期 7,564 6,694 87.7 122,030 49

19年３月期第３四半期 － － － － －

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３四半期 △651 △365 3,293 4,085

19年３月期第３四半期 － － － －

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３四半期末

 円 銭

19年３月期第３四半期 － －

20年３月期第３四半期 － －

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）

 （％表示は、通期は対前期増減率）

 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

通　　　　　期 5,600　16.4 758　43.6  733　35.0 490　53.5 　9,774　20

 

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．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＞

　当社は、平成20年１月18日付で「平成20年３月期通期（連結・単独）業績予想の修正に関するお知らせ」によ

り業績予想を修正しております。また、業績予想につきましては、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３四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、引き続き販売好調な「ニン

テンドーＤＳ　Ｌｉｔｅ」に加え、９月に発売されました新型ＰＳＰにより携帯ゲーム機向けソフト市場が活況を呈

しております。またＷｉｉを中心に据え置き型ゲーム機の普及も一層進み、多彩なジャンルのソフトによるユーザー

層拡大が進んでおります。

　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、受託開発部門、アーケードゲーム部門

の各部門ともに順調な企画・開発・販売を行ってまいりました。

　自社販売部門につきましては、国内市場おいて、ＰＳＰ向けソフト「アナタヲユルサナイ」を11月、ニンテンドー

ＤＳ向けソフト「ぽろろんっ！ドコモダケ」を12月に発売いたしました。また、海外市場においては、Ｗｉｉ向けソ

フト「はじめの一歩　Revolution」の海外版（「Victorious Boxers Revolution」）を10月に発売いたしました。結

果、当第３四半期までに国内５タイトル、海外５タイトルの合計１０タイトルを販売し、売上高1,155百万円となり

ました。

　受託開発部門につきましては、主な実績といたしましてMicrosoft Corporationより受託しておりましたXbox360向

けソフト「ロストオデッセイ」国内版が12月に発売、㈱カプコンより受託しておりましたＷｉｉ向けソフト「バイオ

ハザード　アンブレラ・クロニクルズ」が11月に発売されるなど受託開発実績を積み上げております。その他、国内

大手パブリッシャーからの受託開発につきましても順調に開発が進行した結果、売上高2,432百万円となりました。

　アーケードゲーム部門につきましては、平成19年７月より稼動しております「ポケモンバトリオ」において、10月

より第２弾パックコレクション「ダークライ襲来編」を投入し、パックの種類を追加したことで好調な稼動状況を維

持しております。設置済みの稼動筐体数も12月末時点で1,900台超となっております。結果、売上高405百万円となり

ました。

　また、その他の売上高として、マーケティング調査手数料収入４百万円を計上いたしました。

　以上の結果、売上高につきましては3,997百万円、営業利益につきましては、429百万円、経常利益416百万円、第

３四半期純利益196百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  　当第３四半期における総資産は7,564百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,735百万円増加いたしました。また、

負債は869百万円となり、前年連結会計年度末に比べ223百万円増加し、純資産は6,694百万円となり、前連結会計年

度末に比べ3,511百万円増加いたしました。

　総資産の増加要因は、平成19年10月に実施いたしました公募増資による現金及び預金の増加、仕掛品並びにコンテ

ンツ制作仕掛品の増加によるものであります。

　負債の増加要因は、未払金の増加によるものであります。

　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651百万円の支出となりました。主な要因といたし

ましては、税金等調整前四半期純利益416百万円となったもののたな卸資産の増加761百万円や法人税等の支払額366

百万円などによるものであります。投資活動においては365百万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、有形固定資産の取得による支出267百万円、新規連結に伴う子会社株式取得による支出35百万円、敷金の差

入れによる支出27百万円などによります。財務活動においては3,293百万円の収入となりました。主な要因といたし

ましては、10月に行った公募増資やストックオプションの行使による株式の発行による収入が3,255百万円、短期借

入金による収入37百万円などであります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の第３四半期末残高は4,085百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

    当第３四半期までの売上は、順調に推移しており、平成20年１月18日付「平成20年３月期通期（連結・単独）業績

予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました平成20年３月期の業績予想について変更ありません。

　なお、平成20年１月18日付の業績予想の修正に関しましては、当連結事業年度内に発売予定としておりました「Ａ

ＷＡＹ　シャッフルダンジョン」及び「ＢＬＵＥ ＤＲＡＧＯＮ ＰＬＵＳ」の２タイトルの発売を翌事業年度に変更

したことにより売上高5,600百万円（前期比16.4％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）、当期利益490百万円（前期比53.5％増）と売上高を修正しております。

　なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後様々な要因により

記載の予想数値と異なる可能性があります。
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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）

 　　 該当事項はありません。

　なお、特定子会社には該当しておりませんが、平成19年６月26日にXSEED JKS, Inc.（米国法人）の議決権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、同子会社を通じた自

社ソフトの北米販売を開始しております。

(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３四半期における影響額は軽微であります。
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４．（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３四半期末）

（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 4,085,320 1,806,096

売掛金 817,890 616,578

仕掛品 240,445 177,300

コンテンツ制作仕掛品 1,263,455 542,054

繰延税金資産 223,196 87,024

その他 174,101 194,021

流動資産合計 6,804,411 3,423,075

Ⅱ　固定資産   

１.有形固定資産 435,433 130,044

２.無形固定資産 129,078 101,180

３.投資その他の資産 195,283 174,722

固定資産合計 759,795 405,947

資産合計 7,564,206 3,829,022

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

買掛金 192,651 205,782

短期借入金 34,248 －

未払金 213,466 19,900

未払法人税等 230,415 237,006

賞与引当金 30,174 10,140

その他 168,874 173,082

流動負債合計 869,829 645,912

負債合計 869,829 645,912
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科目

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

（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 3,195,801 1,567,896

２.資本剰余金 2,869,656 1,465,930

３.利益剰余金 570,166 149,284

株主資本合計 6,635,623 3,183,110

Ⅱ　評価・換算差額等   

 　　 為替換算調整勘定 △3,754 －

 　 評価・換算差額等合計 △3,754 －

Ⅲ　少数株主持分 62,507 －

純資産合計 6,694,376 3,183,110

負債、純資産合計 7,564,206 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３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,997,571 4,809,917

Ⅱ　売上原価 2,403,756 3,020,559

売上総利益 1,593,814 1,789,358

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,164,430 1,261,397

営業利益 429,383 527,960

Ⅳ　営業外収益 6,194 31,221

Ⅴ　営業外費用 19,020 16,024

経常利益 416,557 543,156

Ⅵ　特別利益 － 1,798

Ⅶ　特別損失 － 46

税金等調整前四半期（当期）純利益 416,557 544,909

税金費用 232,334 225,788

少数株主損失 12,480 －

四半期（当期）純利益 196,703 319,120

 （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３四半期）

（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   

　税金等調整前四半期（当期）純利益 416,557 544,909

　減価償却費 123,567 79,893

　のれん償却額 12,912 13,667

　賞与引当金の増加額 20,033 8,216

　受取利息 △1,974 △659

　支払利息 1,291 －

　為替差損 － 385

　固定資産除売却益 － △1,752

　売上債権の増加額 △200,571 △341,936

　たな卸資産の増加額 △761,038 △186,333

　仕入債務の増減額（△減少） △13,410 13,222

　未払金の増減額（△減少） 54,740 △61,999

　前受金の増減額（△減少） △65,184 87,750

　その他 127,407 △21,311

小計 △285,668 134,051

　利息の受取額 1,974 659

　利息の支払額 △1,291 －

　法人税等の支払額 △366,131 △152,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △651,117 △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 △267,828 △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 △35,864 △32,834

　敷金の差入れによる支出 △27,842 －

　敷金の返還による収入 2,375 －

　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 △365,031 △100,310

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

　短期借入金の増加額（純額） 37,770 －

　株式の発行による収入 3,255,810 940,992

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,293,580 940,992

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,794 △385

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少） 2,279,224 822,468

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 4,085,320 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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