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東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報のお知らせ 

 

 

 当社は、本日、平成20年３月25日付で東京証券取引所市場第二部に上場致しました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきましては別添の通りお知らせいたします。 

 なお、添付資料は平成20年２月１日及び平成19年11月９日に公表済みの資料です。 

 また、以下に公表済の資料に基づく平成20年３月期の業績予想を記載しております。 

以上  

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、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

 

  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、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 2,000 31.7 122 147.7 240 480.7 195 460.7 3,889 73 

 
（注） 

１. 平成 20 年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、開示時における予想期中平均株式数（50,132 株）

により算出しております。 

２. 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。 

 



(財)財務会計基準機構会員
 

 

平成20年３月期　第３四半期財務・業績の概況
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上場会社名 株式会社ＡＱインタラクティブ 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
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代表者　　　　　（役職名）代表取締役 （氏名）石井　洋児
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（百万円未満切捨て）

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

－ 1 －

（添付資料）



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。

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 4 －



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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半期報告書提出予定日 平成19年12月21日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,621 7.5 157 △47.3 162 △50.5 20 △88.5

18年９月中間期 2,438 － 299 － 327 － 176 －

19年３月期 4,809 － 527 － 543 － 319 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 415 02 407 77

18年９月中間期 4,157 92 － －

19年３月期 7,418 47 7,302 19

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

 (注)前中間連結会計期間より、中間連結財務諸表を作成しているため、18年９月中間期の対前年中間期増減率は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

19年９月中間期 4,325 3,277 74.0 65,422 65

18年９月中間期 2,680 2,099 78.3 49,479 58

19年３月期 3,829 3,183 83.1 65,054 37

（参考）自己資本 19年９月中間期 3,201百万円 18年９月中間期 2,099百万円 19年３月期 3,183百万円

(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９月中間期 △451 △136 72 1,291

18年９月中間期 △120 △71 － 792

19年３月期 △17 △100 940 1,806

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － － － －

20年３月期（予想） － － － 2,000 00 2,000 00

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 7,900 64.2 758 43.6 733 35.0 490 53.5 10,014 31

－ 1 －

（添付資料）



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）中間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（中間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、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）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９月中間期 48,930株 18年９月中間期 42,430株 19年３月期 48,930株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 810 18.8 △132 － △2 － △21 －

18年９月中間期 682 － 0 － 3 － 3 －

19年３月期 1,518 － 49 － 41 － 34 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △431 56

18年９月中間期 73 61

19年３月期 808 53

 (注)前中間会計期間より、中間財務諸表を作成しているため、18年９月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

 

(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９月中間期 3,295 2,712 82.3 55,436 73

18年９月中間期 2,045 1,760 86.1 41,503 33

19年３月期 2,933 2,733 93.2 55,868 29

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,712百万円 18年９月中間期 1,760百万円 19年３月期 2,733百万円

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 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、実際の業績等はさまざま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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間における日本経済は、堅調な輸出や持続的な企業収益の改善を背景に、民間企業の設備投資は

引き続き増加傾向にあります。また雇用環境の改善による個人消費の増加等、景気は緩やかながらも回復基調を継続

しております。しかし一方では、原油をはじめとする原材料価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発し

た株価下落や為替変動など先行きの不透明感を払拭できず、今後の経済の見通しに予断を許さ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、「ニンテンドーDS　Lite」を中心とした携帯ゲー

ム機の拡大や一昨年の「Xbox360」に続き昨年より「Wii」、「プレイステーション３」と新しい据え置き型ゲーム機

が出揃ったことにより拡大基調となりました。各ハードの普及が進んだ結果、当社グループが企画・開発・販売を行

う家庭用ゲームソフト市場も活況となりました。

　このような状況の中、当社グループは、自社販売部門の拡大と受託開発部門の収益性向上及び新規事業としてアー

ケードゲーム部門の立ち上げに取り組んでまいりました。　

　自社販売部門では、6月に当社初となるWii向けソフト「はじめの一歩　レボリューション」を発売するとともに昨

年7月に発売されましたXbox360向けソフト「バレットウィッチ」をプラチナコレクションとして再販売いたしました。

またプレイステーション２向けソフト「アルカナハート」を10月に発売し初回出荷分を9月に販売しております。

　受託開発部門では、前連結会計年度から引き続き Microsoft　Corporationから受託しておりますXbox360向けソフ

ト「ロストオデッセイ」の開発が順調に進行しており、日本国内では12月の発売予定となっております。また同社よ

り昨年12月に日本国内で発売されましたXbox360向けソフト「BLUE DRAGON」の海外版の制作を受託しておりましたが、

8月より海外市場において発売されております。その他、国内大手パブリッシャーからの受託タイトルも順調に開発が

進行しております。

　当中間連結会計期間より新規にアーケードゲーム部門を立ち上げ、7月よりキッズアミューズメントマシン「ポケモ

ンバトリオ」を㈱タカラトミーとの共同事業として展開しております。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高2,621百万円（前年同期比7.5%増）と、受託開発が中心であった前

年同期より売上を伸ばしたものの自社販売部門の拡大を目指し広告宣伝費や営業部門の人件費など販売管理費が増加

したことから、営業利益157百万円（前年同期比47.3%減）、経常利益162百万円（前年同期比50.5%減）、中間純利益

20百万円（前年同期比88.5%減）となりました。

　なお、当社グループはゲームソフト開発事業の売上高及び営業利益の金額が、全セグメントの売上高の合計及び営

業利益の金額の合計に占める割合のいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

　通期の見通しにつきましては、当社グループは、引き続き自社販売部門の拡大による増収と受託開発部門による安

定収益の確保をバランスさせ、経営資源の効率的な配分と両部門のシナジー効果による収益性向上を図ってまいりま

す。さらに事業基盤の拡大と安定収益の更なる確保を目指しアーケードゲーム部門を積極的に展開してまいります。

　自社販売部門につきましては、9月に発売されました新型PSPにマッチしたアドベンチャーゲーム「アナタヲユルサ

ナイ」や、活況を迎えているニンテンドーDS向けにはNTTドコモとコラボレーションした「ぽろろんっドコモダケDS」、

当社オリジナルの戦略タイトル「AWAY シャッフルダンジョン」及び受託開発タイトルとして実績のありました「BLUE 

DRAGON」をDS向けに制作した「BLUE DRAGON　DS（仮称）」の販売を計画しております。

　受託開発部門につきましては、据え置き型ゲーム機向けの大型タイトル制作の引き合いが多く堅調な受注状況が続

いております。

　アーケードゲーム部門につきましては、今期末までに3,000台の設置を目指し事業展開してまいります。また販売し

ております「パック」の種類を数ヶ月毎に数十種類追加することなどにより一過性ではない持続的な発展を目指しま

す。

以上の取り組みにより、当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　490百万円（前期比53.5％増） 

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期中間決算短信
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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

　　当中間連結会計期間末における資産につきましては、前連結会計年度末と比べ496百万円増加し4,325百万円とな

りました。主な資産の増減は、現金及び預金の減少515百万円、下期以降に発売を予定している自社販売タイトルの

開発費用によるコンテンツ制作仕掛品の増加575百万円、連結会社間の内部利益消去による繰延税金資産の増加109

百万円、アーケードゲーム施設機器の購入等による有形固定資産の増加165百万円等であります。

　　負債につきましては、前連結会計年度と比べて401百万円増加し1,047百万円となりました。主な負債の増減は、

平成19年9月に自社販売用のゲームソフトのＲＯＭの製造発注等による買掛金の増加132百万円、海外子会社XSEED 

JKS, Inc.で運転資金として金融機関から借入を行ったことによる短期借入金の増加69百万円、平成19年9月にアー

ケードゲーム施設機器を購入したこと等による未払金の増加242百万円等であります。

　　純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて94百万円増加し3,277百万円となりました。主な純資産の増減

は、平成19年５月に行った欠損填補処理により資本剰余金が224百万円減少、利益剰余金が244百万円増加したほか、

XSEED JKS, Inc.に関して発行済み株式数の55%を取得し連結子会社化したことによる少数株主持分の増加76百万円

等であります。

 

②　キャッシュ・フローの状況 

　　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ498百万円増加し1,291百万

円（同62.9％増）となりました。 

　　当中間連結会計期間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） 

　　営業活動の結果支出した資金は、451百万円（前年同期比313.1％増）となりました。これは主に、税金等調整

前中間純利益162百万円、減価償却費59百万円、仕入債務の増加額122百万円となったものの、たな卸資産の増加

563百万円や前受金の減少、法人税等の支払額255百万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） 

　　　　投資活動の結果支出した資金は、136百万円（同91.0％増）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28百万円や無形固定資産の取得による支出46百万円及び新規連結に伴う子会社株式の取得による支出35

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、72百万円となりました。これは金融機関からの短期借入れによるによる収入

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
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 47.6 81.4 83.1 74.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 453.6 648.2

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、平成19年３月期及び平成19年９月期中間の「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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社は平成12年３月の設立以来、現在に至るまで事業展開と経営体質強化のために、事業資金の流出を避け、内部留

保を図っていたことから、利益配当は実施しておりませんでしたが、平成19年５月24日に「資本準備金の額の減少及

び剰余金処分に関するお知らせ」としてお知らせしましたとおり、平成19年３月31日までに至る累積損失の補填を行

い、配当を行える体制を整えております。当期の配当につきましては、平成19年9月18日に「平成20年3月期配当予想

の修正に関するお知らせ」として公表いたしましたとおり、中間期末0円、期末2,000円（連結配当性向20.0％）の配

当を予定しております。また内部留保につきましては、高品質な製品を市場に提供すべく技術開発体制を強化し、グ

ローバル戦略の展開を図るために有効投資をしてまいりたいと考えております。

(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す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。

 １．当社グループの事業環境

 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％、平成19年9月期におきましては21.3％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。 
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 ２．受託開発について

 ①　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。

　さらに、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。

②　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。 

③　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。

 ３．自社販売について

 ①　家庭用ゲーム機器メーカーとの許諾契約について

  当社グループの主要商品である家庭用ゲームソフトの開発・販売等については、対応機種ごとにメーカーとの間で

契約を締結しており、各ゲームについては、それぞれ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント（プレイステーショ

ン２、プレイステーション３及びＰＳＰ用ソフト）、任天堂㈱（ゲームボーイアドバンス、ゲームキューブ、ニンテ

ンドーＤＳ用ソフト及びＷｉｉ用ソフト）、Microsoft Corporation（Xbox及びXbox360用ソフト）の審査・承認が必

要となります。当社グループが企画したゲームソフトが各メーカーの承認を受けられなかった場合には当該ゲームは

開発・販売することができず、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、契約の変更や新

たな契約内容によっては、今後の開発・販売計画や当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 ②　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。さらに今後、自社販売タイトルの増加に伴い、販売不振となった場合の影響額が大き

くなることに留意する必要があります。 
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③　XSEED社買収について 

　当社は、かねてより海外市場での販売が営業戦略上、重要な課題であると認識しておりましたが、平成19年６月26

日に米国法人であるXSEED JKS,Inc.の株式を55.00％取得し子会社化いたしました。これにより北米地域において同社

を通じて自社販売できる体制を構築いたしました。 

　この買収に際し、当社の主要株主である中山隼雄氏より同社株式55.00％を843,544ＵＳドルにて取得しております。

なお、取得価格は、時価純資産価格をベースに第三者機関により算定したものであります。 

　今後は、タイトル毎に販売地域や販売条件等を勘案し、従来通り海外のゲーム会社と販売許諾契約を締結し、契約

金及び販売実績に応じたロイヤリティ収入を得ることに加え、北米地域において同社を通じた販売をすることを検討

いたします。これにより同社を通じて販売するタイトルにつきましては国内の自社販売同様に販売不振となった場合

の影響を受けることとなり、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。 

④　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。 

⑤　開発期間の長期化、開発費の高騰 

  昨今のゲーム機の高性能化やオンラインネットワークサービス対応などにより、ゲームソフトに求められる機能が

高度化、多機能化しております。その結果、企画から制作、完成までにかかる作業量は増え、開発期間はより長期化

する傾向にあります。開発が長期間に渡ることにより、計画段階における開発期間と実際の開発期間に差異が生じる

可能性が高くなります。また、開発期間が当初の計画より長期化した場合や作業量が増大した場合には、開発費が高

騰し採算が悪化する可能性があります。当社グループでは、最新の技術情報の収集には努めておりますが、そのよう

な努力にもかかわらず対応に遅れが生じた場合には、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。 

４．法的規制について 

①　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。 

②　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。 

③　個人情報保護について 

  販売活動等によって得られた個人情報について、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が存在し

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。 
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５．その他のリスク 

①　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。 

②　過去との業績比較について 

  当社グループは平成17年10月までにグループ再編を行い当社及び連結子会社３社からなるグループとなりました。

平成17年３月に㈱スカラベ（現㈱フィールプラス）を買収により完全子会社、平成17年６月に㈱アートゥーンを株式

交換により完全子会社、平成17年10月に㈱キャビア（現㈱ＡＱインタラクティブ）から会社分割で㈱キャビアを新設

し、㈱キャビアを㈱ＡＱインタラクティブへと社名変更いたしました。よって㈱ＡＱインタラクティブの平成18年３

月期単体決算につきましては平成17年４月から平成17年９月までの㈱キャビアとしての決算及び平成17年10月から平

成18年３月までの会社分割後の㈱ＡＱインタラクティブとしての決算の通算であることに留意する必要があります。 

  現状のグループ構成になってからの期間が短いため、期間業績比較等を行うには十分な財務数値を得ることができ

ません。特に連結決算における当期純利益につきましては、少数株主持分等による影響額に留意する必要があります。

なお、平成19年６月にXSEED社を買収したことにより、今後の決算においても過去との期間業績比較をする上でこれら

グループ体制の変遷に留意する必要があります。 

③　配当政策について 

  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。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ており、可能な限り株主還元策を図る所存でございます。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。 

④　ストックオプションによる株式の希薄化 

  平成19年９月30日現在における新株予約権による潜在株式数は、1,270株であり、発行済株式総数48,930株の2.60％

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。 

⑤　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。 

⑥　主要株主について 

  当社の筆頭株主である中山隼雄氏は当社の創業社長であり、平成18年３月まで取締役会長を務めておりました。ま

た当社の法人主要株主である株式会社アミューズキャピタルは、同氏が代表取締役を務める会社であり、中山隼雄氏

と株式会社アミューズキャピタルが保有する当社株式をあわせますと発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

47.86％（平成19年９月30日現在）となります。当該株式の売却が行われた場合には、当社株式の流通状況及び市場価

格に影響を及ぼす可能性があります。 
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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である開発会社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、並びに米国販社であるXSEED JKS, Inc.により構成されており、ゲームソフトの企画・開発・販売を主たる業

務として行っております。平成12年の創業以来、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。

 当社ではゲームソフトの自社販売及び開発会社３社への経営指導（管理業務等の受託を含む）を行っております。主に

開発会社３社が制作したゲームソフトを国内で販売するとともに、海外へはライセンス販売を行っております。

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の開発会社３社につきましては、各社特色ある開

発スタジオとして当社で販売するゲームソフトのほか、国内外のゲームソフトメーカーからの受託開発を行っておりま

す。 

 XSEED JKS,Inc.につきましては、北米地域においてゲームソフトの販売及びマーケティングを行っております。

（受託開発） 

  ゲームソフトメーカーからの受託開発であり、Xbox360、ＰＳ３、ＰＳ２、Ｗｉｉ等の家庭用ゲーム機、及びニンテ

ンドーＤＳやＰＳＰ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。

  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リティ収入が自社販売の売上となります。

 

［事業系統図］

 

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 9 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略並びに(4)会社の対処すべき課題

　平成19年3月期決算短信（平成19年5月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

　（当社ホームページ）

http://www.aqi.co.jp/

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(5）その他、会社の経営上重要な事項

  記載すべき事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   792,672   1,291,052    1,806,096  

２．売掛金   321,182   637,532    616,578  

３．仕掛品   270,266   188,513    177,300  

４．コンテンツ制
作仕掛品

  637,071   1,117,881    542,054  

５．貯蔵品   1,011   920    894  

６．前払費用   78,138   96,887    66,414  

７．未収消費税等 ※２  47,535   46,923    76,451  

８．繰延税金資産   76,023   196,808    87,024  

９．その他   15,452   136,483    50,260  

流動資産合計   2,239,353 83.5  3,713,003 85.8 1,473,650  3,423,075 89.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※１ 49,303   40,002    43,682   

(2）車両運搬具 ※１ 18,149   6,518    8,800   

(3）工具器具備
品

※１ 81,990 149,442 5.6 248,885 295,406 6.8 145,963 77,561 130,044 3.4

２．無形固定資産            

(1）のれん  56,241   50,871    49,407   

(2）ソフトウエ
ア

 56,605   58,150    51,314   

(3) ソフトウエ
ア仮勘定 

 －   9,894    －   

(4）その他  458 113,305 4.2 458 119,376 2.8 6,071 458 101,180 2.6

３．投資その他の
資産

           

(1）敷金  158,709   185,557    158,709   

(2）長期前払費
用

 19,822 178,531 6.7 12,201 197,758 4.6 19,227 16,013 174,722 4.6

固定資産合計   441,279 16.5  612,541 14.2 171,261  405,947 10.6

資産合計   2,680,632 100.0  4,325,545 100.0 1,644,912  3,829,022 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   209,122   338,470    205,782  

２．短期借入金   －   69,276    －  

３．未払金   63,571   262,455    19,900  

４．未払法人税等   211,302   229,307    237,006  

５．賞与引当金   10,210   26,944    10,140  

６．その他  ※２  87,008   121,210    173,082  

流動負債合計   581,214 21.7  1,047,664 24.2 466,450  645,912 16.9

負債合計   581,214 21.7  1,047,664 24.2 466,450  645,912 16.9

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,097,400 41.0  1,567,896 36.3 470,496  1,567,896 40.9

２．資本剰余金   995,434 37.1  1,241,751 28.7 246,317  1,465,930 38.3

３．利益剰余金   6,584 0.2  393,770 9.1 387,186  149,284 3.9

株主資本合計   2,099,418 78.3  3,203,417 74.1 1,103,999  3,183,110 83.1

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

　為替換算調整
勘定　 

  － －  △2,287 △0.1 △2,287  － －

評価・換算差額
等合計 

  － －  △2,287 △0.1 △2,287  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  76,749 1.8 76,749  － －

純資産合計   2,099,418 78.3  3,277,880 75.8 1,178,461  3,183,110 83.1

負債純資産合計   2,680,632 100.0  4,325,545 100.0 1,644,912  3,829,022 100.0

            

㈱ＡＱインタラクティブ（3838）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 12 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,438,413 100.0  2,621,510 100.0 183,096  4,809,917 100.0

Ⅱ　売上原価   1,574,723 64.6  1,693,788 64.6 119,064  3,020,559 62.8

売上総利益   863,690 35.4  927,722 35.4 64,031  1,789,358 37.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  564,090 23.1  769,822 29.4 205,732  1,261,397 26.2

営業利益   299,599 12.3  157,899 6.0 △141,700  527,960 11.0

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  130   1,972    659   

２．為替差益  927   －    －   

３．機材負担金  24,404   －    24,404   

４．雇用奨励金  889   －    889   

５. 社宅移転補償
金

 －   2,400    －   

６．その他  1,660 28,012 1.1 582 4,955 0.2 △23,057 5,267 31,221 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  －   485    －   

２．株式交付費  －   －    15,353   

３．その他  － － － 183 669 0.0 669 671 16,024 0.3

経常利益   327,612 13.4  162,185 6.2 △165,427  543,156 11.3

Ⅵ　特別利益            

　１．固定資産売却
益

※２ 1,609 1,609 0.1 － － － △1,609 1,798 1,798 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損

※３ － － － － － － － 46 46 0.0

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  329,222 13.5  162,185 6.2 △167,036  544,909 11.3

法人税、住民
税及び事業税

 205,746   244,303    289,734   

法人税等調整
額

 △52,944 152,802 6.3 △102,986 141,317 5.4 △11,484 △63,945 225,788 4.7

少数株主利益   － －  561 0.0 561  － －

中間（当期）
純利益

  176,420 7.2  20,307 0.8 △156,113  319,120 6.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益   176,420 176,420 176,420

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 176,420 176,420 176,420

平成18年９月30日　残高 （千円） 1,097,400 995,434 6,584 2,099,418 2,099,418
      

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等
少数株主持
分

純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

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

中間連結会計期間中の変動
額

資本準備金の取崩  △224,178 224,178 －    －

中間純利益   20,307 20,307    20,307

株主資本以外の項目の中
間連結会計期間中の変動
額（純額）

    △2,287 △2,287 76,749 74,462

中間連結会計期間中の変動額
合計
（千円）

－ △224,178 244,486 20,307 △2,287 △2,287 76,749 94,769

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,567,896 1,241,751 393,770 3,203,417 △2,287 △2,287 76,749 3,277,880

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 329,222 162,185  544,909

減価償却費  40,173 59,441  79,893

のれん償却額  6,833 8,608  13,667

賞与引当金の増加額  22,773 16,804  8,216

受取利息及び受取配
当金

 △130 △1,972  △659

支払利息  － 485  －

為替差損益  △927 －  385

固定資産除売却損益  △1,609 －  △1,752

売上債権の増加額  △46,539 △17,286  △341,936

たな卸資産の増加額  △373,644 △563,135  △186,333

仕入債務の増加額  16,561 122,833  13,222

未払金の増減額  △42,877 60,462  △61,999

前受金の増減額  26,250 △93,000  87,750

その他  1,015 46,165  △21,311

小計  △22,899 △198,408 △175,509 134,051

利息及び配当金の受
取額

 130 1,972  659

利息の支払額  － △485  －

法人税等の支払額  △97,452 △255,009  △152,538

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △120,221 △451,930 △331,708 △17,827
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（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

 △49,735 △28,014  △75,637

有形固定資産の売却
による収入

 3,600 －  8,160

無形固定資産の取得
による支出

 △25,366 △46,966  △32,834

敷金の差入による支
出

 － △27,232  －

敷金の返還による収
入 

 － 1,200  －

新規連結に伴う子会
社株式取得による支
出

 － △35,870  －

長期前払費用の取得
による支出

 △158 －  －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △71,660 △136,885 △65,224 △100,310

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の増減額
（純額）

 － 72,288  －

株式の発行による収
入

 － －  940,992

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 － 72,288 72,288 940,992

 Ⅳ　現金及び現金同等物に
　　 係る換算差額

 927 1,484 556 △385

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

 △190,954 △515,043 △324,088 822,468

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 983,627 1,806,096 822,468 983,627

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※ 792,672 1,291,052 498,380 1,806,096
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

 

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　４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

　　 XSEED JKS,Inc.

すべての子会社を連結しております。

　なお、連結子会社のうち、XSEED 

JKS,Inc.は当中間連結会計期間に新

たに株式を取得した会社であり、当

中間連結会計期間より連結の範囲に

含めております。 

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

 

すべての子会社を連結しております。

 

２．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

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 仕掛品

個別法による原価法を採用してお

ります。

(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 仕掛品

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

① デリバティブ 

   時価法を採用しております。

② 仕掛品

同左

   ③ 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。

③ コンテンツ制作仕掛品

　　　　　 同左

③ 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。

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）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法、

また在外連結子会社は定額法を採

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。

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）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。

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。

 （会計方針の変更） 

  　当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しておりま

す。

　これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益への

影響額は軽微であります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （追加情報） 

　当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益への影響

は軽微であります。 

 

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェア 

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

自社利用のソフトウェア 

同左

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェア 

同左

───────

 

市場販売目的のソフトウェア

（アーケード用）

見込販売収益に基づく償却額と当

該ソフトウェア残存期間（２年）

に基づく定額法償却額とのいずれ

か大きい額を計上する方法を採用

しております。

───────

 

(3）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。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

　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中

間連結会計期間負担額を計上してお

ります。

②賞与引当金

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。

───────

 

③売上値引等引当金

連結子会社のXSEED JKS, Inc.では

製品の販売において、将来発生する

可能性があると見込まれる売上値引

等に備えるため、その見込額を計上

しております。なお、連結貸借対照

表上、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

───────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

───────

(4）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、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、為替差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債は中間決算日の直物

レートにより円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて計

上しております。

(4）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、

為替差額は損益として処理しており

ます。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

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

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同左

中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基

準第５号　平成17年12月９日）および「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」（企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）

が会社法施行日（平成18年５月１日）以後終

了する中間連結会計期間に係る中間連結財務

諸表から適用されることに伴い、当中間連結

会計期間より当該会計基準を適用しておりま

す。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,099,418千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。

──────  （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3,183,110千円であります。

　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。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。

 

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　148,268千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　209,804千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

162,829千円であります。

※２　消費税等の取扱い 

 　　 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、未収消費税等は流動資産の「未

収消費税等」に、未払消費税等は流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２　消費税等の取扱い 

同左 

__________

 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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 68,473千円　

給与手当 88,810 

賞与引当金繰入額 3,279 

研究開発費 173,606 

広告宣伝費 71,544 

減価償却費 5,263 

役員報酬 79,817千円　

給与手当 132,414 

賞与引当金繰入額 2,644 

研究開発費 96,706 

広告宣伝費 193,826 

減価償却費 13,174 

支払手数料 79,733 

役員報酬 137,944千円

給与手当 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．固定資産売却益

　　車両運搬具　　　　 　　　1,609千円

 ※２．　　　 ───────　

 　　　　　　　　　　

※２．固定資産売却益　　　　　　　

　　車両運搬具　　　　　 　  1,798千円

 ※３．　　　 ───────　  ※３．　　　 ───────　 ※３．固定資産除却損

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

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 42,430 － － 42,430

合計 42,430 － － 42,430

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 48,930 － － 48,930

合計 48,930 － － 48,930

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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

 （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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

 千円

現金及び預金勘定 792,672

現金及び現金同等物

の中間期末残高

792,672

 千円

現金及び預金勘定 1,291,052

現金及び現金同等物

の中間期末残高

1,291,052

 千円

現金及び預金勘定 1,806,096

現金及び現金同等物

の期末残高

1,806,096
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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中間期末残高相当

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中間期末残高相当

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 3,614 2,209 1,405

合計 3,614 2,209 1,405

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 5,251 3,326 1,925

合計 5,251 3,326 1,925

 

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、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

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 （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。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (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 200千円

合計 1,405千円

１年内 1,925千円

１年超 0千円

合計 1,925千円

１年内 950千円

１年超 1,450千円

合計 2,400千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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 （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。

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 633千円

減価償却費相当額 633千円

支払リース料 475千円

減価償却費相当額 475千円

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

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

該当事項はありません。

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

　　　　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

　　　　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引 43,869 44,062 △192

合計 43,869 44,062 △192

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 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
当社従業員7名、子会社取締役1名、子

会社従業員41名

ストック・オプションの付与数

（注）１
普通株式　710株 

付与日 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。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間
平成20年５月１日から

平成25年４月30日まで

権利行使価格（円）  240,000

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）２
 －

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

 　　　 ２．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

２．中間連結財務諸表への影響額

　提出会社の付与したストック・オプションは会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであ

るため、中間連結財務諸表での影響額はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

　当連結会計年度において存在したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 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

ストック・オプションの付与数

（注）１
普通株式　750株 普通株式　710株 

付与日 平成17年10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

権利行使価格（円）  60,000  240,000

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）２
 －  －

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

 　　　 ２．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

２．連結財務諸表への影響額

　提出会社の付与したストック・オプションは会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであ

るため、連結財務諸表での影響額はありません。
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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

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　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

のため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　ゲームソフト開発事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（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

のため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　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、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）  

 
日本

（千円）
米国

（千円）
計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,207,679 413,830 2,621,510 － 2,621,510

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － (－) －

 計 2,207,679 413,830 2,621,510 (－) 2,621,510

 営業費用 1,864,468 412,785 2,277,254 186,356 2,463,610

 営業利益 343,211 1,045 344,256 (186,356) 157,899

 （注）　１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　　２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は当社の総務・経理部門等の管理部門に

　　　　　　 係る費用であります。

 

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　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、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 米国 欧州 計

 Ⅰ　海外売上高　　(千円) 1,586,379 57,825 1,644,204

 Ⅱ　連結売上高　　(千円)   2,438,413

 Ⅲ　連結売上高に占める海外

　　 売上高の割合(％)
65.1 2.4 67.4

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 米国 欧州 計

 Ⅰ　海外売上高　　(千円) 1,018,586 － 1,018,586

 Ⅱ　連結売上高　　(千円)   2,621,510

 Ⅲ　連結売上高に占める海外

　　 売上高の割合(％)
38.9 － 38.9
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　前連結会計年度（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また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
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（企業結合関係）

 　 該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 49,479.58円

１株当たり中間純利益

金額
4,157.92円

１株当たり純資産額 65,422.65円

１株当たり中間純利益

金額
415.02円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
407.77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 
7,302.19円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、

　　　　以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 176,420 20,307 319,120

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
176,420 20,307 319,120

期中平均株式数（株） 42,430 48,930 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） － 870 685

（うち新株予約権） － （870） （685）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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1,330個）。

─────── ───────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

──────  　（新株式の発行に関する事項）

　当社は平成19年10月５日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年10月30日に払

込が完了いたしました。

──────

 　この結果、平成19年10月30日付で資

本金は3,183百万円、発行済株式総数

は53,930株となっております。

 

  (1)募集方法　　　　　 　一般募集  

  (2)発行する株式の種類 　普通株式  

  (3)発行する株式数　　　  5,000株  

  (4)発行価格 　1株につき646,170円  

  (5)発行価額の総額  3,230,850千円  

  (6)資本組入額

　　　　　　   1株につき323,085円

 

  (7)資本組入額の総額1,615,425千円  

  (8) 一般募集における発行価格

　　　　　　　１株につき685,440円

 

  (9) 一般募集における発行価額の総

　　　額　　　　　　3,427,200千円

 

  (10)資金の使途　

　　今後の発売を予定している自社

　　販売ソフト開発のための人件費

　　及び外注費等支払の運転資金

 

  (注) 一般募集における価格と発行価

額との差額が引受人の手取金となり、

当社は引受人に対して引受手数料を支

払いません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  126,777   159,180    1,025,868   

２．売掛金  363,442   510,639    542,858   

３．仕掛品  －   511    －   

４．コンテンツ制作仕
掛品

 634,194   1,174,960    589,224   

５．貯蔵品  1,011   920    857   

６．短期貸付金  180,000   200,000    －   

７．前払費用  10,522   14,395    6,272   

８．未収消費税等 ※３ 17,419   40,170    35,395   

９．その他  16,167   139,156    36,052   

流動資産合計   1,349,535 66.0  2,239,936 68.0 890,400  2,236,530 76.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物 ※１ 2,761   2,259    2,293   

(2）車両運搬具 ※１ 4,543   －    －   

(3）工具器具備品 ※１ 26,834   209,127    32,528   

有形固定資産合計  34,139   211,387    34,821   

２．無形固定資産            

(1）電話加入権  314   314    314   

(2）ソフトウエア  3,921   44,462    4,300   

(3) ソフトウエア仮
勘定 

 －   14,292    －   

無形固定資産合計  4,236   59,070    4,615   

３．投資その他の資産            

(1）関係会社株式  572,741   678,220    572,741   

(2）敷金  84,273   106,975    84,273   

(3）長期前払費用  127   106    127   

投資その他の資産
合計

 657,142   785,302    657,142   

固定資産合計   695,518 34.0  1,055,760 32.0 360,242  696,578 23.7

資産合計   2,045,053 100.0  3,295,696 100.0 1,250,643  2,933,109 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  203,402   319,114    131,003   

２．未払金  38,259   249,029    2,703   

３．未払法人税等  2,844   3,580    5,052   

４．その他  39,560   11,453    60,715   

流動負債合計   284,067 13.9  583,177 17.7 299,110  199,473 6.8

負債合計   284,067 13.9  583,177 17.7 299,110  199,473 6.8

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   1,097,400 53.7  1,567,896 47.6 470,496  1,567,896 53.4

２．資本剰余金            

(1) 資本準備金  919,422   1,165,739    1,389,918   

資本剰余金合計   919,422 45.0  1,165,739 35.4 246,317  1,389,918 47.4

３．利益剰余金            

(1) その他利益剰余
金

           

繰越利益剰余金  △255,836   △21,116    △224,178   

利益剰余金合計   △255,836 △12.6  △21,116 △0.7 234,719  △224,178 △7.6

株主資本合計   1,760,986 86.1  2,712,519 82.3 951,532  2,733,635 93.2

純資産合計   1,760,986 86.1  2,712,519 82.3 951,532  2,733,635 93.2

負債純資産合計   2,045,053 100.0  3,295,696 100.0 1,250,643  2,933,109 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   682,220 100.0  810,722 100.0 128,501  1,518,955 100.0

Ⅱ　売上原価   422,752 62.0  533,113 65.8 110,360  969,496 63.8

売上総利益   259,467 38.0  277,609 34.2 18,141  549,459 36.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  258,710 37.9  410,558 50.6 151,848  500,212 33.0

営業利益又は
営業損失
（△）

  756 0.1  △132,949 △16.4 △133,705  49,246 3.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,841 0.4  130,326 16.1 127,485  8,995 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  183 0.0 183  16,913 1.1

経常利益又は
経常損失
（△）

  3,598 0.5  △2,806 △0.3 △6,404  41,328 2.7

Ⅵ　特別利益   － －  － － －  189 0.0

税引前中間(当
期)純利益又は
税引前中間純
損失(△)

  3,598 0.5  △2,806 △0.3 △6,404  41,517 2.7

法人税、住民
税及び事業税

  475 0.0  18,310 2.3 17,835  6,737 0.4

中間(当期)純
利益又は中間
純損失(△)

  3,123 0.5  △21,116 △2.6 △24,239  34,780 2.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

中間会計期間中の変動額        

中間純利益    3,123 3,123 3,123 3,123

中間会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － － 3,123 3,123 3,123 3,123

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,097,400 919,422 919,422 △255,836 △255,836 1,760,986 1,760,986

        

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

中間会計期間中の変動額        

欠損填補  △224,178 △224,178 224,178 224,178 － －

中間純損失（△）    △21,116 △21,116 △21,116 △21,116

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ △224,178 △224,178 203,062 203,062 △21,116 △21,116

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,567,896 1,165,739 1,165,739 △21,116 △21,116 2,712,519 2,712,519

        

前事業年度の株主資本等変動計算書（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　　関係会社株式

　　　移動平均法による原価法

(1）有価証券

　　関係会社株式

同左

(1）有価証券

　　関係会社株式

同左

 (2) デリバティブ 

───────

(2) デリバティブ 

───────

(2) デリバティブ 

 　 時価法を採用しております。

(3）たな卸資産

　①仕掛品

　　個別法による原価法

　②コンテンツ制作仕掛品 

　　個別法による原価法

　③貯蔵品 

　　個別法による原価法

(3）たな卸資産

　①仕掛品

同左

　②コンテンツ制作仕掛品 

同左

　③貯蔵品 

同左

(3）たな卸資産

　①仕掛品

同左

　②コンテンツ制作仕掛品 

同左

　③貯蔵品 

同左

２．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。

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。

(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。

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。

(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。

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。

 （会計方針の変更） 

  　当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却方法に変更してお

ります。

　これによる営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失への影響額

は軽微であります。

 

（追加情報） 

　当社は、法人税法改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した会計年度の

翌会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。

　これによる営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失への影響は軽微

であります。 

 

(2）無形固定資産

 ①自社利用のソフトウェア 

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

 ①自社利用のソフトウェア 

同左

(2）無形固定資産

 ①自社利用のソフトウェア 

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───────

 

 ②市場販売目的のソフトウェア

（アーケード用）

見込販売収益に基づく償却額と当

該ソフトウェア残存期間（２年）

に基づく定額法償却額とのいずれ

か大きい額を計上する方法を採用

しております。

 ───────

 

３．繰延資産の処理方法 ─────── ─────── 　株式交付費

　　 支出時に全額費用として処理

しております。

４．引当金の計上基準 　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。

貸倒引当金

同左

　貸倒引当金

同左

５．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、中間決算

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。

  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。

６．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 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

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

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基

準第５号　平成17年12月９日）および「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」（企業会計基準委員会　企業

会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）

が会社法施行日（平成18年５月１日）以後終

了する中間会計期間に係る中間財務諸表等か

ら適用されることに伴い、当中間会計期間よ

り当該会計基準を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,760,986千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

─────── （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2,733,635千円であります。

　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。

   

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      は、8,842千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      は、38,115千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 は、9,092千円であります。

　２　偶発債務 
───────

　２　偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入に対し

て次のとおり保証を行っております。

XSEED JKS, Inc．　　　173,190千円

（$1,500,000）

 

　２　偶発債務 
───────

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「未

収消費税等」として表示しており

ます。

※３　消費税等の取扱い

同左 

───────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

　　受取利息　　　　　　1,147千円

　　為替差益　　　　 　　 975千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

　　受取利息　　　　　　2,400千円

　  受取配当金　　　　124,970千円

　　事務受託手数料　 　 2,700千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

　　受取利息　　　　 　2,673千円

　　事務受託手数料　　 5,400千円

───────

　　

　

※２．営業外費用のうち主要なもの

　　為替差損　　　　 　 　183千円

　

※２．営業外費用のうち主要なもの

　　支払利息　　　　　 　603千円

　　株式交付費　　 　 15,353千円

３．減価償却実施額

　　有形固定資産　　　　2,940千円

　　無形固定資産　　　　  275千円

３．減価償却実施額

　　有形固定資産　　　 29,022千円

　　無形固定資産 　　   6,518千円

３．減価償却実施額

　　有形固定資産　　　10,069千円

　　無形固定資産　   　1,142千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　 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）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　　　　関係会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

関係会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成19年３月31日現在）

関係会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 41,503.33円

１株当たり中間純利益

金額
73.61円

１株当たり純資産額 55,436.73円

１株当たり中間純損失

金額
431.56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株当たり中

間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。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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株当たり中間

純損失のため記載しておりません。

　　　 ───────

　（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

1株当たり中間純損失金額（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
3,123 △21,116 34,780

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
3,123 △21,116 34,780

期中平均株式数（株） 42,430 48,930 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） － 870 685

（うち新株予約権） － （870） （685）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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1,330個）。

─────── ───────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

──────  　（新株式の発行に関する事項）

　当社は平成19年10月５日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の

発行を決議し、平成19年10月30日に払

込が完了いたしました。

──────

 　この結果、平成19年10月30日付で資

本金は3,183百万円、発行済株式総数

は53,930株となっております。

 

  (1) 募集方法　　　　　　一般募集  

  (2) 発行する株式の種類　普通株式  

  (3) 発行する株式数　　　 5,000株  

  (4) 発行価格　1株につき646,170円  

  (5) 発行価額の総額 3,230,850千円  

  (6) 資本組入額

　　　　　　　 1株につき323,085円

 

  (7)資本組入額の総額1,615,425千円  

  (8) 一般募集における発行価格

　　　　　　　１株につき685,440円

 

  (9) 一般募集における発行価額の総

　　　額　　　　　　3,427,200千円

 

  (10)資金の使途　

　　今後の発売を予定している自社

　　販売ソフト開発のための人件費

　　及び外注費等支払の運転資金

 

  (注) 一般募集における価格と発行価

額との差額が引受人の手取金となり、

当社は引受人に対して引受手数料を支

払いません。

 

   

６．その他
 　 該当事項はありません。
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