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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 (１)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 ％
20年３月期 2,372 58.2 336 46.1 319 39.1 169 24.2 

19年３月期 1,499 62.7 229 110.2 229 111.4 136 77.1 
 

 
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 ％ ％ ％
20年３月期 9,942 30 9,560 64 25.2 30.5 14.2

19年３月期 8,255 93 ― 47.3 40.4 15.3
 
 (参考) 持分法投資損益  平成20年３月期 －百万円  平成19年３月期 －百万円 
 (２)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 1,410 973 69.0 50,692 49

19年３月期 686 371 54.2 22,295 39
 
 (参考) 自己資本    平成20年３月期 973百万円  平成19年３月期 371百万円 
 (３)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 190 △263 424 616 

19年３月期 163 △108 △0 264 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期  末 年  間

配当金総額
(年間) 

配当性向
純資産 
配当率 

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
 19年３月期 
 20年３月期 

― 
― 

― 
― 

 
0
0

00
00

―
―

―
―

― 
― 

 21年３月期 
(予想) 

― ―  0 00 ―  

 

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 
(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 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
第２四半期累計期間 1,378 41.3 127 27.7 128 27.8 67 35.3 3,513 02 

通  期 3,100 30.7 471 40.4 473 48.2 250 47.6 13,039 35 

 

― 1 ― 



㈱デジタルハーツ(3620) 平成20年３月期 決算短信(非連結) 

４．その他 

(１)重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更       無 

② ①以外の変更              無 

(２)発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数  20年３月期 19,205株   19年３月期 16,680株 

② 期末自己株式数   20年３月期   －株   19年３月期   －株 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に掲載されている業績予想につきましては、本資料提出日現在において入手可能な情報に基づき作成したも

のでありますが、実際の業績は、今後の様々な要因により予想値と異なる可能性があります。業績に関する事項は、

添付資料の４ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析」を参照して下さい。 
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１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

 当事業年度におけるわが国経済は、企業の雇用関係改善等により緩やかな回復基調にあります。しかしながら、原

油価格の急騰、米国サブプライムローン問題等により世界経済への不安感が高まり、景気の先行きには不透明感が強

まりました。 

 このような経営環境下、急速に拡大する顧客からのニーズに適切に応えるために、当社では「Made in Japanから

Checked by Japanへ」というスローガンのもと、特に堅調なコンシューマゲーム事業部門に人的資源を集中し、積極

的な受注活動を図る一方、モバイルリレーション事業部門及びアミューズメント機器リレーション事業部門において

はより精度の高いデバッグサービスを提供することにより、主として既存顧客との関係強化に努めました。 

 また、平成19年４月より「デバッグ事業本部」を創設し、営業とデバッグ業務を包括的に管理できる体制を整備致

しました。 

平成20年２月には、事業の成長及び事業の認知度向上を促進するべく、関係各位のおかげをもちまして東京証券取

引所マザーズ市場へ上場を果たすことができました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は2,372,454千円（前期比58.2％増）、経常利益は319,384千円（前期比39.1％

増）、当期純利益は169,605千円（前期比24.2％増）となりました。 

なお、事業分野別の関連市場の動向及び当社の事業部門ごとの取り組みは、以下のとおりであります。 

 

①コンシューマゲームリレーション事業部門 

コンシューマゲーム市場におきましては、「ニンテンドーＤＳ」、「 Wii®」が大ヒットし販売好調の中、「プレ

イステーション・ポータブル」、「ＰＬＡＹＳＴＡＴＩＯＮ®３」、「Xbox 360®」などの次世代ゲーム機も出揃い

ゲーム市場全体が大幅に活性化し、ゲームユーザーの年齢層が拡大したことで、当事業年度の国内ゲーム市場規模は

過去 高を記録しております。 

 このような状況下、受注拡大に対応するべく平成19年７月に「横浜営業所」を開設する一方、専用機材や人材の確

保及び教育、積極的な受注活動促進を実施致しました。 

 また、当社は顧客企業との一層の信頼関係構築に努めるとともに、サービスとブランド力の強化のため、

Microsoft Co.,Ltd.より「Xbox 360®」の認定テストベンダー（AXTP）を平成19年９月に日本企業として初めて取得

致しました。 

その結果、当事業年度の売上高は1,529,903千円（前期比99.1％増）となりました。 

②モバイルリレーション事業部門 

モバイル市場におきましては、平成18年10月にナンバーポータビリティが開始され、各携帯電話会社の競争が激化

するばかりでなく、平成19年末には総務省主導の要請を受けた形で料金プランを更新するなど大きな動きがありまし

たが、市場は依然として拡大傾向にあります。 

しかしながら、コンシューマゲームリレーション事業部門が急成長したため、環境の変化に対応するべく人的経営

資源を同事業部門へと集中し、受注活動は主として既存顧客との関係強化にとどまりました。 

 その結果、当事業年度の売上高は、ほぼ横ばいの414,625千円（前期比2.7％減）となりました。 

③アミューズメント機器リレーション事業部門 

パチンコ・パチスロ市場におきましては、遊技人口の減少に加えパチスロ旧基準機の撤去をきっかけとしてパチン
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コ・パチスロホール数も減少傾向にあります。このため、各遊技機メーカーは積極的なプロモーション活動や多彩な

遊戯ルールを搭載した大容量遊技機の開発に着手するなど、遊技人口の増加を企図した新たな戦略を検討、実施して

います。 

 このような状況下、名古屋営業所、渋谷営業所を中心に、既存取引顧客との関係強化及び新規顧客への営業展開に

努めました。 

 その結果、当事業年度の売上高は427,925千円（前期比40.2％増）となりました。 

 

(次期の見通し) 

 今後の経済情勢につきましては、引き続き原油価格が高水準にとどまることによる物価への影響やサブプライムロ

ーンに端を発する米国経済減速の影響など懸念材料があり、先行き不透明な経済状況が続くものと思われます。 

しかしながら、当社の事業領域と深い関係のある、コンシューマゲーム市場では次世代機と呼ばれる新企画ゲーム

機普及に起因するゲームソフト販売本数の増加、「ニンテンドーＤＳ」を中心とする低開発コストの販売を計画する

新規参入メーカーの増加を見込んでおります。 

また、モバイル市場におきましては、引き続き当社サービスターゲットにより近い第３世代携帯電話（３Ｇ）の加

入者数増加に起因する配信コンテンツアプリ数が増加すると見込んでおります。 

さらに、パチンコ・パチスロ市場におきましては、市場を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が見込まれるものの、

特にパチスロ市場においてはメーカーサイドの総力を挙げた局面打開策が実施されると見込んでおります。 

なお、当社の事業部門ごとの次期見通しについては、以下のとおりであります。 

 

①コンシューマゲームリレーション事業部門 

これまで同様、各既存取引顧客からのアウトソース比率の上昇、新規取引顧客の開拓に注力致します。 

また、平成20年５月１日より札幌営業所を開設し、北海道エリアにおける新規顧客の開拓と、大型案件に対応する

べく登録スタッフの確保を企図致します。 

 海外展開におきましては、平成20年４月１日より海外事業部を新設し、平成20年３月から開始したバグレポートの

日英翻訳サービスを足がかりに、既存のデバッグサービスを北米地域に向けて営業展開を開始するとともに、新規取

引顧客の開拓にも注力致します。 

これにより、当事業部門の売上高は1,941,980千円（当事業年度比26.9％増）を計画しております。 

②モバイルリレーション事業部門 

平成20年５月に開設した札幌営業所の効果により、当事業年度に発生したコンシューマゲームリレーション事業部

門急成長による人的経営資源不足を解消し、引き続き新規取引顧客の開拓に注力致します。 

これにより、当事業部門の売上高は571,022千円（当事業年度比37.7％増）を計画しております。 

③アミューズメント機器リレーション事業部門 

 各既存取引顧客からのアウトソース比率の上昇及び新規取引顧客の開拓に注力致します。また、各営業所の移転及

び増床を計画しており、さらなる大型案件の受注増に対応できる体制を整備して参ります。 

これにより、当事業部門の売上高は587,317千円（当事業年度比37.2％増）を計画しております。 

 

 以上により、平成21年３月期の業績につきましては、売上高3,100,320千円（当事業年度比30.7％増）、営業利益

471,721千円（当事業年度比40.4％増）、経常利益473,199千円（当事業年度比48.2％増）、当期純利益250,420千円

（当事業年度比47.6％増）を見込んでおります。 
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(目標とする経営指標の達成状況) 

12ページ「３．経営方針(２)目標とする経営指標」をご参照下さい。 

 

(２)財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(流動資産) 

当事業年度における流動資産の残高は985,229千円となり、前事業年度における流動資産506,265千円に対し、

478,963千円の増加(前期比94.6％増)となりました。 

これは、主として新株発行による資金調達及び売上債権の確実な回収により現金及び預金が351,887千円増加 (前

期比132.8％増)したこと、売上高の増加に伴い売上債権が116,562千円増加(前期比54.9％増)したことによるもので

あります。 

(固定資産) 

当事業年度における固定資産の残高は425,630千円となり、前事業年度における固定資産179,985千円に対し、

245,645千円の増加(前期比136.5％増)となりました。 

これは、主として投資有価証券の取得、定期預金の預入れ、横浜営業所及び札幌営業所の開設に伴う敷金保証金の

差入れにより、投資その他の資産が217,984千円増加(前期比240.3％増)したことによるものです。また、横浜営業所

の開設及び本社の増床に伴い新規設備等の有形固定資産が13,759千円増加(前期比41.7％増)したこと、社内システム

構築を目的としたソフトウェア等の無形固定資産が13,901千円増加(前期比24.7％増)したことも要因となっておりま

す。 

(流動負債) 

当事業年度における流動負債の残高は437,310千円となり、前事業年度における流動負債264,363千円に対し、

172,947千円の増加(前期比65.4％増)となりました。 

これは、主として固定負債の社債が50,000千円減少し、一年以内償還予定社債が50,000千円増加したこと、事業規

模の拡大に伴い未払費用が47,350千円増加(前期比43.3％増)したこと及び未払法人税等が30,791千円増加(前期比

39.1％増)したことによるものであります。 

(固定負債) 

当事業年度における固定負債の残高は社債が50,000千円減少し、一年以内償還予定社債となったことにより、固定

負債に該当する項目はなくなりました。 

これにより当事業年度における固定負債の残高は前事業年度における固定負債50,000千円に対し、50,000千円の減

少(前期比100％減)となりました。 

(純資産) 

当事業年度における純資産の残高は973,549千円となり、前事業年度における純資産371,887千円に対し、601,662

千円の増加(前期比161.8％増)となりました。 

これは、資本金及び資本準備金が432,090千円増加(前期比593.3％増)したこと、当期純利益が169,605千円(前期比

24.2％増)計上されたことによるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、616,754千円となり前事業年度末に比べ

351,887千円の増加(前期比132.9％増)となりました。 
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(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、190,974千円（前期比16.6％増）となりました。 

これは、主として税引前当期純利益320,179千円(前期比35.2％増)の計上、従業員数増加に伴う未払費用の増加

47,350千円(前期比12.5％増)などが増加要因であり、売上高の成長に伴う売上債権の増加116,562千円(前期比78.5％

増)、法人税等の支払額139,921千円(前期比69.7％増)などが減少の要因であります。 

(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、263,175千円(前期比141.7％増)となりました。 

これは、主として投資有価証券の取得による支出100,702千円、定期預金の預け入れによる支出100,000千円、横浜

営業所の開設等に伴う有形固定資産の取得による支出25,194千円(前期比14.3％減)、社内システム構築等の無形固定

資産の取得による支出23,344千円(前期比35.9％減)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、424,099千円となりました。 

これは、当社株式を東京証券取引所マザーズ市場に上場させたことに伴い、新株式を発行したことによる収入であ

ります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
第３期 
平成16年
３月期 

第４期 
平成17年
３月期 

第５期 
平成18年
３月期 

第６期 
平成19年 
３月期 

第７期 
平成20年
３月期 

自己資本比率(％) 47.1 45.3 45.7 54.2 69.0 

時価ベースの自己資本比率(％) ― ― ― ― 413.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ― ― 75.4 30.5 26.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― 126.9 370.6 515.5 

 
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)時価ベースの自己資本比率につきましては、第６期以前は時価がないため記載をしておりません。 
(注２)株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
(注３)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・レシオについては第３期及

び第４期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載をしておりません。 
(注４)キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを使用しております。 
(注５)有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており
ます。 

 

(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、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化と、事業所展開やデバッグ設備等に係る投資資金の確保の観

点から、内部留保の充実を図ることを重視し、会社設立以来配当を実施しておりません。 

当期の配当につきましては、このような考えのもと実施しないことと致しました。 

しかしながら、当社は株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけております。次期以降

の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案しつつ、内部留保との

バランスをとりながら、期末配当の年１回もしくは中間配当を含めた年２回の実施を検討しております。 
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(４)事業等のリスク  

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうちリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項には、

以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

（事業の内容についてのリスク要因） 

①デバッグ業務のアウトソーシング化の動向について 

当社はソフトウェア開発会社に対して、ソフトウェアの動作テストを通じて不具合を検出、報告するデバッグサー

ビスを提供しております。従来デバッグ業務は主にソフトウェア開発会社内にて行われておりましたが、開発者以外

の視点で行われるデバッグサービスの有用性に対する認識向上や、社内においてデバッグ要員を常時確保することに

よるコスト増への対応等により、近年アウトソーシング化が進んでいるものと考えております。 

当社は今後もデバッグ業務のアウトソーシング化が進展することを前提とした事業計画を策定しておりますが、そ

の歴史はまだ浅く、将来性を予測するには不透明な部分もあります。当社の期待どおりにアウトソーシング化が進展

しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

②受注の安定性について 

当社のサービス提供は、基本的には顧客の開発若しくは品質管理工程が完了するまでとなっており、個々の案件自

体は短期のものが主となっております。また、同一の顧客企業との取引であっても一つの案件が終了した時点で次の

案件が継続的に発生しない場合があります。 

このため、事業年度ごとの受注量の変動予測は過去の実績推移を元に立てており、突発的な受注量の増減が、当社

の業績に影響を及ぼす可能性が存在しております。 

③娯楽市場の状況、娯楽市場への依存度について 

現在当社では、売上及び利益の多くの部分をコンシューマゲーム、モバイルコンテンツ及びパチンコ・パチスロと

いった娯楽市場に拠っております。成熟しつつある娯楽市場に鑑み、当社では娯楽市場以外の市場への進出を企図し

ておりますが、娯楽市場以外の市場への進出が進捗する以前に当該市場に大きな規模の減衰があった場合、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

④業績の季節変動について 

 当社の平成19年３月期の売上高の51.2％、平成20年３月期の売上高の64.5％はコンシューマゲームリレーション事

業部門が占めております。当該事業の売上及び利益は、年末商戦に向けた顧客企業のソフトウェア開発時期などに起

因して第３四半期に集中する傾向があります。 

当社と致しましては、コンシューマゲームリレーション事業部門以外の事業部門の収益の向上を図り、年間を通じ

て安定した収益の確保に努める考えでありますが、現状はコンシューマゲームリレーション事業部門への比重が大き

く、第３四半期における販売動向が当社の通期業績に重要な影響を与える可能性があります。 

当事業年度における業績を、ご参考までに掲げると以下のとおりとなります。 

 当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期 

  金額 
 （千円）

比率 
 （％） 

金額 
 （千円）

比率
 （％）

金額 
 （千円）

比率
 （％）

金額 
 （千円）

比率 
 （％） 

金額 
 （千円）

比率
 （％）

売上高 416,977 17.6 558,046 23.5 733,540 30.9 663,889 28.0 2,372,454 100.0

経常利益 29,231 9.2 70,945 22.2 154,109 48.2 65,098 20.4 319,384 100.0

(注) 比率は、通期に対する四半期の割合であります。 
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⑤情報漏洩の危険について 

当社では顧客企業の機密情報が外部に漏洩することのないようテスターとの間で秘密保持契約を締結するとともに、

万一に備え身元保証書の取得も実施しております。また研修においては守秘義務の重要性を強調するとともに、充実

したセキュリティ・システムの導入等を通じて情報漏洩を防止するための 大限の諸施策を講じております。 

しかしながら、業務上知り得た情報が何らかの理由により外部に漏洩され、顧客企業の信頼を大きく損ねるような

事態が発生した場合、その後の当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥瑕疵担保責任等について 

当社のデバッグサービスは、主として顧客企業が開発したソフトウェア等の検証業務の受託となっております。顧

客企業は当社サービスを受け入れた後、ソフトウェア製品等の 終検査を独自に実施しその後に製品が出荷されます

が、それでもなお不具合が発生するおそれがあります。 

当社は顧客企業に対し、（ⅰ）一般にソフトウェア等から不具合を完全に除去することはできない旨、（ⅱ）当社

サービスは不具合の発見を主眼とするものであり、製品の品質を保証をするものではない旨の理解に努めており、こ

れまで当社と顧客企業との関係は良好でありますが、何らかの事情により瑕疵担保責任あるいは損害賠償責任の追及

を受ける可能性は否定できません。この場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦人材の獲得について 

当社は業務の実務部分を大量に雇用した臨時従業員に拠っております。人材の確保及び育成には万全を期しており

ますが、何らかの理由で臨時従業員の雇用に支障をきたした場合には、当社の円滑な業務の遂行及び積極的な受注活

動が阻害されるおそれがあります。 

⑧競合の激化の可能性について 

現在、当社は既に多数の顧客と取引実績を持ち、ノウハウの蓄積及び研修の実施等、他社との差別化に努めており

ます。 

しかしながら、今後においてデバッグ業務のアウトソーシング化の進展に伴い、業界の市場規模が拡大することに

より、新規参入企業が増加する可能性があります。これにより競争が激化し、当社が十分な差別化を維持できなかっ

た場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑨社歴が浅いことについて 

当社は平成13年４月の設立であり社歴が浅く、また当社の主力事業であるデバッグサービスも設立と同時期からの

開始であり、業歴が浅く過去の実績も十分でないことから、過年度の経営成績だけでは今後の当社の業績を判断する

材料としては不十分である可能性があります。 

 近５事業年度の経営成績の概要は、以下のとおりであります。 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 403,074 528,428 921,708 1,499,508 2,372,454

経常利益 (千円) 16,368 36,056 108,573 229,538 319,384

当期純利益 (千円) 13,426 19,355 77,108 136,569 169,605

 (法的規制について) 

①労働者派遣法について 

当社の事業収益のうち平成18年３月期の売上高の6.9％、平成19年３月期の売上高の5.3％、平成20年３月期の売上
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高の9.1％は人材派遣によるものであり、当社は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律」（以下、「労働者派遣法」という。）に基づく厚生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可

を取得しており、労働者派遣法に基づく規制を受けております。 

当社は法令を遵守し、事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような事態が生じた場合、または関連

法令や解釈が変更になった場合は、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

②社会保険制度の改定による業績変動について 

当社は社会保険加入資格者の完全加入を実現しておりますが、平成16年年金制度改革により標準報酬月額に対する

厚生年金保険料の会社負担率は平成20年３月現在の1,000分の74.98から平成29年まで毎年1,000分の1.77ずつ引き上

げられ、平成29年以降は1,000分の91.5まで上昇することが予定されております。 

当該社会保険料率の改定は、今後の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 (事業体制について) 

①特定の人物への依存について 

当社代表取締役宮澤栄一は、当社設立以来の事業の推進者であり、当社の経営戦略上の意思決定、内部管理活動及

び営業活動等の各方面において重要な役割を果たしております。 

このような状況下、当社では同氏への過度な依存を回避できるよう経営管理体制を整備し、事業活動上のリスクの

軽減を図ることに努めるとともに、経営に従事できる人材の育成を図って参りましたが、現時点においても同氏に対

する依存度は高い状況にあるといえます。 

同氏の当社からの離脱は想定しておりませんが、何らかの事情により同氏が退任もしくは職務の遂行が不可能にな

った場合、当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

②小規模組織であることについて 

平成20年３月31日現在における当社組織は、取締役４名、監査役３名、正社員105名と小規模であり、内部管理体

制もこのような規模に応じたものとなっております。 

今後、事業の拡大とともに人員増強を図るとともに人材育成に注力し、内部管理体制の一層の強化、充実を図って

いく方針ではありますが、これらの施策が適時適切に行えなかった場合には、当社の事業展開及び業績に影響を与え

る可能性があります。 

(その他)  

①ストック・オプションについて 

平成20年３月31日現在、ストック・オプションによる潜在株式は704株であり、発行済株式総数19,205株の3.7%に

相当しております。当社の株価が行使価額を上回り、かつ、権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約

権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。 

②調達資金の使途について 

公募増資による調達資金の使途については、営業所開設のための投資資金、社債償還のための資金、残額を運転資

金に充当する予定であります。 

なお、現時点では資金使途計画は上記のとおりでありますが、当社を取り巻く環境は変化のスピードが速く、現在

計画している調達資金使途を上記以外の目的に変更する可能性もあります。また、調達した資金の使途が必ずしも当

社の成長に寄与し、投資家の期待通りの収益を確保できる保証はありません。 
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③配当政策について 

当社は、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化と、事業所展開やデバッグ設備等に係る投資資金の確保の観点か

ら、内部留保の充実を図ることを重視し、現在までのところ配当を実施しておりません。 

しかしながら、今後は株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけ、各事業年度の業績の推

移・財務状況、投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、配当の実施を検討していく方針

です。 
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２．企業集団の状況 

[事業系統図] 

 当社の事業の系統図は、以下のとおりであります。 

  

 

 

 

― 11 ― 



㈱デジタルハーツ(3620) 平成20年３月期 決算短信(非連結) 

３．経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

当社は、コンシューマゲームソフトウェア、モバイル機器向けソフトウェア、アミューズメント機器用ソフトウェ

ア、デジタル家電向け組み込みソフトウェアといった、ソフトウェア製品全般の不具合を発見する総合デバッグサー

ビスの提供を事業の基本としております。 

独自のデバッグノウハウの確立と専門性の高い人材の育成により、より高度で多様なサービスを提供し、今後より一

層多様化するデジタル製品分野における不具合の発見を通じて、デジタル社会の発展に貢献することを経営の基本方

針としております。 

 

(２)目標とする経営指標 

当社は、継続的な事業活動と多様なサービス提供を通じ、成長性と収益性を高めることにより企業価値の向上を図

る所存であります。従いまして、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と考えております。 

当期における売上高成長率は目標値48.6％に対し58.2％となりました。また売上高経常利益率についても目標値

12.5％に対し13.5％といずれも目標を上回りました。 

次期につきましては、売上高成長率30.7％、売上高経常利益率15.3％を目標とし、事業経営に取り組んで参ります。 

当社では目標達成に向けて顧客との取引拡大に対応するため、営業所の継続的な全国展開、既存営業所の規模拡張

を計画しております。また、当社のデバッグサービスを大規模な市場を抱える北米地域において提供するため、平成

20年４月１日より海外事業部を新設し、より積極的な営業活動を推進して参ります。 

事業領域の拡大においては、デジタル家電等に対してのデバッグサービスを推進するための研究開発を行い、新規

顧客の確保を企図致します。 

 

(３)中長期的な会社の経営戦略 

①営業拠点及び人材確保のための事業所展開について 

当社では、顧客との取引のさらなる拡大と人的資源の安定的確保の観点から、事業所の全国展開を継続的に実施し

て参ります。 

平成20年５月１日には札幌営業所を新設し、今後、沖縄営業所の新設、横浜に第２営業所の新設を計画しておりま

す。また、名古屋営業所につきましては、増床を目的とした移転を計画しております。 

②海外顧客の獲得について 

 コンシューマゲームリレーション事業における海外展開につきましては、平成20年４月１日に海外事業部を新設し、

海外顧客に対する営業力強化と受注体制の整備を致しました。日本国内で培った高度なデバッグ技術を、より大規模

な市場を抱える北米地域において提供することを目的としております。 

③提供サービスの多様化について 

当社では、主としてコンシューマゲームソフトウェア、モバイル機器向けソフトウェア及びアミューズメント機器

用ソフトウェアを対象にデバッグサービスを提供しておりますが、中長期的にはデジタル家電等に対しても営業を強

化し、提供サービスの多様化に努めて参ります。 
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(４)会社の対処すべき課題 

近年、幅広い製品分野における「不具合」の発生が社会問題化しております。このような状況下、当社は優秀な人

材を適時に確保、育成し、当社サービスの認知度の向上に努めるとともに以下のような点に留意し経営活動に取り組

んで参ります。 

 ①人材の確保 

当社は、顧客企業から依頼を受けたデバッグ業務を外注に頼らず、自社で確保、教育研修した人材で行っており、

顧客企業からの急な依頼にも応じられることを営業上の強みにしております。そのため、一定のデバッグスキルを持

った人材を常時確保していることが経営上、重要な課題であると認識しております。 

このような経営環境下、当社は人的資源の確保の限界による機会損失の発生を回避すべく定期的な人材募集活動を

行うとともに、営業拠点の増設という観点からだけではなく、人材の確保の観点からも事業所の戦略的な地方展開を

計画、実施しております。これまで、本社以外に大阪、名古屋、秋葉原、渋谷、横浜、札幌に営業所を設置して参り

ましたが、今後もさらなる人材確保等の観点から事業所の全国展開を計画しております。これにより、人材確保の困

難性ないしは限界が企業成長の制約条件となることのないように注力しております。 

 ②人材の短期育成 

 急速な企業成長を支えるためには、テスター人材の即戦力化を図り安定的に良質なサービスを提供することが不可

欠であると認識しております。 

そのための施策として当社では、個々のテスターのスキルアップのための研修制度を整備し、すべてのテスターに

当該研修を受けることを義務付けております。 

短期間で一定水準以上の業務スキルを身につけることが可能となるよう、計画的かつ体系的な研修システムを構築

するとともに、専属の研修担当者を設け継続的な仕組みづくりとその運用に取り組んでおります。 

 ③高度な業務スキルとモチベーションの維持・確保 

企業の持続的な成長を実現するためには人材の確保と初期的な研修の実施だけではなく、より高度な教育プログラ

ムの実施と優秀な人材の定着化を図ることも肝要であると考えております。 

当社では、入社直後の初級研修にとどまらず、入社後一定期間を経過した者に対して、より上級の研修を実施する

ことにより、一層のデバッグスキルの向上を図って参ります。 

また、研修制度のみならず、スキル獲得後に生み出した業務上の成果に対しても適切な評価を実施し、長期的な動

機付けとなるような人事制度（スキル評価制度）もさらなる整備拡充を図り、運用して参ります。 

 ④技術の蓄積と企業のブランド化 

不具合の発生を未然に防止するという企業の信用の根幹にかかわる業務を顧客企業から安心してアウトソースして

いただくためには、高度なテスト技術及びノウハウを個々のテスターだけではなく当社組織内にも十分に蓄積し、企

業全体としてのブランド力を構築していくことが経営上の課題となると考えております。 

そのための具体的な施策として、過去のテストノウハウを網羅的かつ効率的に蓄積し、当社独自のノウハウとして

効果的に活用するためのデーターベースの構築に取り組んでおります。 

当社のデバッグ業務は、プログラミング上のミスを自動的に検出するソフトウェアなどでは発見することが困難若

しくは不可能な不具合を、ユーザー目線でひとつでも多く発見、検出することを目的としております。 

当社独自の充実したデバッグノウハウを蓄積しコア競争力にまで高めていくことにより、他企業に模倣されない競

争優位性を確立すべく努力して参ります。 
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㈱デジタルハーツ(3620) 平成20年３月期 決算短信(非連結) 

⑤サービス分野の多様化と国際化戦略 

現況における当社の事業収益の大部分は、エンタテインメント性のあるソフトウェア若しくはデジタルコンテンツ

に関連したものとなっております。このため、当社の業績はゲーム業界、モバイルコンテンツ業界、パチンコ・パチ

スロ業界といった特定の娯楽産業の市場動向に大きく依存しております。 

当社はこのような特定の産業への依存状況を回避するために、他の娯楽産業や娯楽産業以外の産業への営業活動を

推進しております。具体的には、ビジネス・ソフトウェアやデジタル家電といった組み込み型ソフトウェア等のデバ

ッグ業務に、より一層注力していく所存であります。 

また、国内における事業所展開のみならず、国境を越えた国際的な事業所展開も長期持続的な成長を遂げていくた

めには取り組まねばならない経営課題のひとつと考えております。 

国外に開発拠点を置く日本企業あるいは外資系企業に対しても積極的に営業活動を実施し、当社の事業活動の有用

性と独自性を世界的にも訴求して参る所存であります。 

 ⑥企業の社会的責任への取り組み 

 当社は設立以来、高い成長性を堅持し事業活動を遂行して参りました。しかしながら、売上・利益の拡大のみに偏

向することなく、(ⅰ)企業統治に係る責任の自覚、(ⅱ) 企業モラルの堅持の二点についても徹底した取り組みを行

って参ります。 

(ⅰ)企業統治に係る責任の自覚について 

経営意思決定時における遵法精神の確立、経営活動に係わるチェック体制の強化・確立、自浄作用の働くコンプラ

イアンス体制の整備と実効的な運用を図って参ります。具体的には、監査役監査及び内部監査の充実、管理部門をは

じめとした内部管理体制の充実を図って参ります。 

(ⅱ)企業モラルの堅持について 

 当社においては、顧客企業の機密の厳守が事業活動継続の生命線となっております。このような意識を経営幹部や

正社員はもちろんのこと、臨時従業員を含めたすべての従業員が自覚し、日常業務を遂行していくことが肝要である

と考えております。 
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㈱デジタルハーツ(3620) 平成20年３月期 決算短信(非連結) 

４．財務諸表 

(１)貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 比較増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  264,967 616,855   351,887

２ 受取手形  4,100 2,696   △1,403

３ 売掛金  208,027 325,993   117,965

４ 前渡金  1 520   519

５ 前払費用  20,304 22,653   2,349

６ 繰延税金資産  10,114 16,233   6,119

７ その他  83 750   667

貸倒引当金  △1,334 △475   858

流動資産合計  506,265 73.8 985,229 69.8  478,963

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  25,397 47,671  22,273 

減価償却累計額  △6,771 18,625 △12,643 35,027  △5,872 16,401

(2) 車両運搬具  5,856 5,856  ― 

減価償却累計額  △1,556 4,299 △2,928 2,928  △1,371 △1,371

(3) 工具器具備品  16,085 19,006  2,920 

減価償却累計額  △6,047 10,038 △10,238 8,767  △4,191 △1,270

有形固定資産合計  32,963 4.8 46,723 3.3  13,759

２ 無形固定資産    

(1) 商標権  465 2,015   1,550

(2) ソフトウェア  18,077 47,027   28,950

(3) ソフトウェア仮勘定  37,433 20,833   △16,599

(4) その他  327 327   ―

無形固定資産合計  56,303 8.2 70,205 5.0  13,901

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  ― 99,623   99,623

(2) 長期前払費用  1,200 357   △842

(3) 繰延税金資産  3,994 9,263   5,268

(4) 敷金保証金  85,522 99,457   13,934

(5) 長期性預金  ― 100,000   100,000

投資その他の資産合計  90,718 13.2 308,702 21.9  217,984

固定資産合計  179,985 26.2 425,630 30.2  245,645

資産合計  686,250 100.0 1,410,859 100.0  724,609
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 一年以内償還予定社債  ― 50,000   50,000

２ 未払金  20,346 34,667   14,321

３ 未払費用  109,396 156,747   47,350

４ 未払法人税等  78,848 109,640   30,791

５ 未払消費税等  30,228 46,377   16,148

６ 前受金  7,063 16,317   9,254

７ 預り金  12,330 7,579   △4,750

８ 賞与引当金  6,150 15,969   9,819

９ その他  ― 10   10

流動負債合計  264,363 38.5 437,310 31.0  172,947

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  50,000 ―   △50,000

固定負債合計  50,000 7.3 ― ―  △50,000

負債合計  314,363 45.8 437,310 31.0  122,947

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  56,416 8.2 272,461 19.3  216,045

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  16,416 232,461  216,045 

資本剰余金合計  16,416 2.4 232,461 16.5  216,045

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  299,055 468,660  169,605 

利益剰余金合計  299,055 43.6 468,660 33.2  169,605

株主資本合計  371,887 54.2 973,583 69.0  601,696

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  ― △34   △34

評価・換算差額等合計  ― ― △34 △0.0  △34

純資産合計  371,887 54.2 973,549 69.0  601,662

負債純資産合計  686,250 100.0 1,410,859 100.0  724,609
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(２)損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

Ⅰ 売上高  1,499,508 100.0 2,372,454 100.0  872,946

Ⅱ 売上原価  901,762 60.1 1,483,328 62.5  581,565

売上総利益  597,745 39.9 889,126 37.5  291,381

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 367,753 24.6 553,057 23.3 185,304

営業利益  229,991 15.3 336,068 14.2 
 

106,076

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  118 512  393 

２ 雇用助成金収入  150 ―  △150 

３ その他  494 763 0.1 1,148 1,660 0.1 653 897

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  83 ―  △83 

２ 社債利息  370 370  0 

３ 株式交付費  762 7,991  7,228 

４ 投資事業組合損失  ― 1,021  1,021 

５ 株式公開費用  ― 8,791  8,791 

６ その他  ― 1,216 0.1 170 18,344 0.8 170 17,127

経常利益  229,538 15.3 319,384 13.5  89,845

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  ― 794  794 

２ 保険解約返戻金  6,016 ―  △6,016 

３ 固定資産売却益 ※２ 1,461 7,478 0.5 ― 794 0.0 △1,461 △6,683

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ 191 191 0.0 ― ― ― △191 △191

税引前当期純利益  236,825 15.8 320,179 13.5  83,353

法人税、住民税 
及び事業税  109,394 161,938  52,543 

法人税等調整額  △9,138 100,255 6.7 △11,364 150,573 6.4 △2,225 50,317

当期純利益  136,569 9.1 169,605 7.1  33,036
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売上原価明細書 

    
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

(％) 

Ⅰ 労務費   785,186 87.1 1,275,284 86.0

Ⅱ 経費 ※１ 116,575 12.9 208,043 14.0

売上原価   901,762 100.0 1,483,328 100.0

         

  

（脚注） 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

消耗品費 38,915千円

地代家賃 51,257千円

通信費  12,501千円
 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

消耗品費 73,584千円

地代家賃 95,769千円

通信費   15,380千円
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(３)株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

株   主   資   本 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

そ の 他
利益剰余金

 

資 本 金 
資  本 
準 備 金 

資  本 
剰 余 金 
合  計 繰越利益 

剰 余 金 

利  益 
剰 余 金 
合  計 

株主資本 
合  計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(千円) 

41,696 1,696 1,696 162,485 162,485 205,877 205,877

事業年度中の変動額   

新株の発行 14,720 14,720 14,720 ― ― 29,440 29,440

当期純利益 ― ― ― 136,569 136,569 136,569 136,569

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

14,720 14,720 14,720 136,569 136,569 166,009 166,009

平成19年３月31日残高 
(千円) 

56,416 16,416 16,416 299,055 299,055 371,887 371,887

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
 

株   主   資   本 評価・換算差額等 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

そ の 他
利益剰余金

 
資 本 金 

資  本 
準 備 金 

資  本
剰 余 金
合  計 繰越利益

剰 余 金

利  益
剰 余 金
合  計

株主資本
合  計

そ の 他 
 
評価・換算
差額等合計 

有 価 証 券
評価差額金 

純資産合計

平成19年３月31日残高 
(千円) 

56,416 16,416 16,416 299,055 299,055 371,887 ― ― 371,887

事業年度中の変動額     

新株の発行 216,045 216,045 216,045 ― ― 432,090 ― ― 432,090

当期純利益 ― ― ― 169,605 169,605 169,605 ― ― 169,605

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― △34 △34 △34

事業年度中の変動額 
合計(千円) 

216,045 216,045 216,045 169,605 169,605 601,696 △34 △34 601,662

平成20年３月31日残高 
(千円) 

272,461 232,461 232,461 468,660 468,660 973,583 △34 △34 973,549
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(４)キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前当期純利益  236,825 320,179 83,353

２ 減価償却費  9,591 19,381 9,789

３ 長期前払費用償却  485 842 357

４ 貸倒引当金の増減額  13 △858 △872

５ 賞与引当金の増加額  6,150 9,819 3,669

６ 受取利息及び受取配当金  △118 △512 △393

７ 支払利息  83 ― △83

８ 社債利息  370 370 0

９ 為替差損益  ― 10 10

10 株式交付費  762 7,991 7,228

11 投資事業組合損失  ― 1,021 1,021

12 固定資産売却益  △1,461 ― 1,461

13 固定資産売却損  191 ― △191

14 売上債権の増加額  △65,316 △116,562 △51,245

15 その他流動資産の増加額  △3,143 △2,982 160

16 未払金の増加額  10,392 15,817 5,425

17 未払費用の増加額  42,101 47,350 5,249

18 未払消費税等の増加額  10,464 16,148 5,684

19 その他流動負債の増減額  △901 12,736 13,638

小計  246,490 330,753 84,263

20 利息及び配当金の受取額  118 512 393

21 利息の支払額  △441 △370 71

22 法人税等の支払額  △82,429 △139,921 △57,491

営業活動によるキャッシュ・フロー  163,738 190,974 27,235

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預け入れによる支出  ― △100,000 △100,000

２ 有形固定資産の取得による支出  △29,388 △25,194 4,193

３ 有形固定資産の売却による収入  4,720 ― △4,720

４ 無形固定資産の取得による支出  △36,431 △23,344 13,087

５ 投資有価証券の取得による支出  ― △100,702 △100,702

６ 敷金保証金の差入による支出  △46,983 △14,344 32,638

７ 敷金保証金の返還による収入  873 410 △463

８ 長期前払費用の増加による支出  △1,685 ― 1,685

投資活動によるキャッシュ・フロー  △108,896 △263,175 △154,279

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 長期借入金の返済による支出  △29,500 ― 29,500

２ 株式の発行による収入  28,677 424,099 395,421

財務活動によるキャッシュ・フロー  △822 424,099 424,921

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― △10 △10

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  54,019 351,887 297,867

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  210,847 264,867 54,019

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 264,867 616,754 351,887
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
 (自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

                その他有価証券 

投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資(金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

定率法により償却しております。

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   ５～６ 年 

  工具器具備品  ４～８ 年 

(2)無形固定資産 

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(3)長期前払費用 

均等償却しております。 

(1)有形固定資産 

定率法により償却しております。

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     ６ 年 

  工具器具備品  ４～８ 年 

 (2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 (3)長期前払費用 

同左 

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。 

同左 

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

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。 

(2)賞与引当金 

当事業年度より賞与支給額の確定

時期及びその支給方法が変更になっ

たため、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

に基づき計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

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

き計上しております。 

５．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 
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６．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

手元現金、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ヵ月以

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 

 

７．その他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 

税抜方式を採用しております。 

同左 

 

重要な会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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) 

当事業年度から「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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、371,887千

円であります。  

なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準第８号平成17年12月27日)及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号 終改正平成18年５

月31日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

                      

   
 

追加情報 
   

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

                           (外形標準課税制度) 

当事業年度末において資本金が１億円超になり外形標

準課税制度が適用となったことに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法

人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が8,221千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 
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注記事項 

(損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

※１. 販売費に属する費用のおおよその割合は16％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は84％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     74,153千円 
給与手当 107,989千円 
法定福利費 18,903千円 
地代家賃 17,958千円 
減価償却費 4,575千円 
支払手数料 28,233千円 
支払保険料 9,108千円 
貸倒引当金繰入額  13千円 
賞与引当金繰入額 3,803千円  

※１. 販売費に属する費用のおおよその割合は14％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は86％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   90,792千円 
給与手当 168,045千円 
法定福利費 30,001千円 
採用教育費 37,678千円 
減価償却費 12,624千円 
支払手数料 50,253千円 
賞与引当金繰入額 9,288千円 
  
   

※２．固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま 

す。 

車両運搬具        1,461千円 

                      

※３. 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま 

す。 

 車両運搬具          191千円 

                      

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(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 

 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

発行済株式  

普通株式(株) 8,212 8,468 ― 16,680

    合計(株) 8,212 8,468 ― 16,680

自己株式  

普通株式(株) ― ― ― ―

    合計(株) ― ― ― ―
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、以下のとおりであります。 

第三者割当増資による増加   128株 

株式分割による増加        8,340株 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

発行済株式  

普通株式(株) 16,680 2,525 ― 19,205

    合計(株) 16,680 2,525 ― 19,205

自己株式  

普通株式(株) ― ― ― ―

    合計(株) ― ― ― ―
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、以下のとおりであります。 

ブックビルディング方式による募集による増加             2,000株 

  オーバーアロットメントによる売出しにかかる第三者割当増資による増加  525株 

                                    

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項

(キ

はありません 

 

ャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金      264,967千円 

 計          264,967千円 

預入期間３か月超の定 

期預金等         △100千円 

現金及び現金同等物   264,867千円

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金      616,855千円 

 計          616,855千円 

預入期間３か月超の定 

期預金等         △100千円 

現金及び現金同等物   616,754千円  
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 (リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20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 

 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 

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 

 
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) 

工具器具備品 3,580 1,432 2,148
合計 3,580 1,432 2,148

 

 
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) 

工具器具備品 20,617 3,568 17,049
合計 20,617 3,568 17,049

 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 715千円
１年超 1,467千円
合計 2,183千円

     

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 4,876千円
１年超 12,259千円
合計 17,136千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,460千円
減価償却費相当額 1,401千円
支払利息相当額 46千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 2,230千円
減価償却費相当額 2,135千円
支払利息相当額 147千円

 
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。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息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 

 

⑤ 利息相当額の算定方法 

    同左 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成20年３月31日) 

時価評価されていない有価証券 

内  容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
投資事業有限責任組合への出資 

99,623

(注) 投資事業有限責任組合への出資には、当該投資事業組合が保有する「その他有価証券」に対する時価評価額

分相当額△57千円)を含んでおります。 (持
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(デリバティブ取引関係) 

１.取引の状況に関する事項 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

                       (１)取引の内容 

当社が利用している取引は、期日前解約特約付変動金

利定期預金でデリバティブを含む複合金融商品でありま

す。 

(２)取引の利用目的等及び取引に関する取組方針 

 当社は余資運用目的の範囲内で、安全性の高い複合金

融商品を利用しており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(３)取引にかかるリスクの内容 

当社が利用している複合金融商品の契約の相手先は、

信用度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行に

よるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断しており

ます。 

複合金融商品の為替連動の利率については下限金利が

設定されております。また、当社は違約金を払わなけれ

ば中途解約できないという約定になっているため、中途

解約の時期によっては支払う違約金の額が預金元本を毀

損するリスクを有しておりますが、当社から中途解約を

する予定はありません。 

(４)取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引の実行及び管理は管理部門が

取締役会の承認に基づいて行っております。 

 ２．取引の時価に関する事項 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

                       期日前解約特約付変動金利定期預金は、時価評価の必

要のない複合金融商品であり、注記の対象から除いてお

ります。 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(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18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

当社取締役         ３名 当社取締役         １名 付与対象者の区分及び

人数 当社従業員         32名 当社従業員         ３名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数 
普通株式(注)         692株 普通株式(注)          30株 

付与日 平成18年３月２日 平成18年10月27日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。 
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。 

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。 
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。 

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 

権利行使期間 平成20年４月１日～平成26年３月31日 平成20年11月１日～平成26年10月31日 

(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)により、各数値の調整を行っております。 

(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 平成18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利確定前   (株)   

前事業年度末 692 ― 

付与 ― 30 

失効   4 ― 

権利確定 ― ― 

未確定残 688 30 

権利確定後  (株)   

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

(注) 当事業年度(平成19年３月期)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。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)により、各数値の調整を行っております。 
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②単価情報 

 平成18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利行使価格   (円) 8,000 115,000 

行使時平均株価 (円) ― ― 

付与日における公正

な評価単価     (円) 
― ― 

２．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していないことから、ストック・

オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当た

りの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF方式によっております。 

３．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額   ― 円 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

当社取締役         ３名 当社取締役         １名 付与対象者の区分及び

人数 当社従業員         32名 当社従業員         ３名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数 
普通株式(注)         692株 普通株式(注)          30株 

付与日 平成18年３月２日 平成18年10月27日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。 
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。 

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。 
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。 

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 

権利行使期間 平成20年４月１日～平成26年３月31日 平成20年11月１日～平成26年10月31日 

(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)により、各数値の調整を行っております。 
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 平成18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利確定前   (株)   

前事業年度末 688 30 

付与 ― ― 

失効   10 ４ 

権利確定 ― ― 

未確定残 678 26 

権利確定後  (株)   

前事業年度末 ― ― 

権利確定 ― ― 

権利行使 ― ― 

失効 ― ― 

未行使残 ― ― 

(注) 当事業年度(平成20年３月期)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。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)により、各数値の調整を行っております。 

  ②単価情報 

 平成18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利行使価格   (円) 8,000 115,000 

行使時平均株価 (円) ― ― 

付与日における公正

な評価単価     (円) 
― ― 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年第２回ストック・オプションは付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していなかった

ため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF方式によっております。 

３．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額   4,914千円 

なお、本源的価値の算定においては、当事業年度末における株価の終値をもって算定しております。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20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 

 

(繰延税金資産)  

未払事業税否認 7,199千円

貸倒引当金繰入限度超過額 25千円

賞与引当金繰入限度超過額 2,586千円

減価償却超過額 331千円

一括償却資産償却超過額 3,300千円

その他 665千円

  

繰延税金資産合計 14,109千円

  

(繰延税金負債) 

繰延税金負債合計 ―

  

繰延税金資産の純額 14,109千円

 

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の内訳 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(繰延税金資産) 

 

未払事業税 8,687千円

貸倒引当金 193千円

賞与引当金 7,352千円

減価償却 331千円

一括償却資産 8,791千円

その他 140千円

  

繰延税金資産合計 25,497千円

 

(繰延税金負債) 

繰延税金負債合計 ―

  

繰延税金資産の純額 25,497千円

 

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の内訳 

  

法定実効税率 40.7％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

住民税均等割 0.7％

留保金課税 3.5％

過年度法人税等 1.2％

税率変更による繰延税金資産の修正額 0.1％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.0％

 

３．法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延

税金負債の修正金額 

株式公開に伴う増資で当事業年度末において資本金

が１億円超になったことに伴い、当事業年度より法人

事業税に外形標準課税制度が適用されることとなった

ため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において

適用される法定実効税率は、前期の42.1％から40.7％

に変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額が456千円減少し、法

人税等調整額(借方)が456千円増加しております。 
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(持分法投資損益等) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

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 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

役員 宮澤 栄一 ― ― 
当社代表取
締役社長 

(被所有)
直接 
95.9％ 

― ― 

当社車両運搬
具の売却 
売却代金(注)
売却益(注) 

 
 

4,300 
1,461 

― ―

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

(注) 取引価格については、外部専門業者による見積価格を参考に決定しております。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 22,295円39銭 50,692円49銭

１株当たり当期純利益 8,255円93銭 9,942円30銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

― 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場のため、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。 

9,560円64銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定にあたり、当社は

平成20年２月１日に東京証券取引所

マザーズ市場へ上場しているため、

非上場期間の平均株価は新規上場日

から当事業年度末までの平均株価を

適用しております。 

 (注) １株当たり当期純利益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。 

項目 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益(千円) 136,569 169,605

普通株式に係る当期純利益(千円) 136,569 169,605

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 16,542 17,059

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に用いられた普通株式

増加数の主要な内訳(株) 

新株予約権 
― 681

普通株式増加数(株) ― 681

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

の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

 

新株予約権２種類（新株予約権の

目的となる株式の数718株） 

 

               

 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度(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。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５．その他 

(１)役員の異動 

該当事項はありません。 

(２)生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

事業の特性上、該当事項はありません。 

②受注実績 

当社のデバッグ事業は、業務の請負若しくは人材の派遣により業務が実施されサービスの提供時間に対して課

金するシステムを採用しているとともに、受注から販売までの所要日数が短く常に受注残高は僅少であり、期中

の受注高と販売実績とがほぼ対応するため、記載を省略しております。 

③販売実績 

当事業年度における販売実績をサービス部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

   至 平成19年３月31日）

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

対前年同期比(％)

コンシューマゲームリレーション事業部門(千円) 768,310 1,529,903 199.1

モバイルリレーション事業部門(千円) 425,922 414,625 97.3

アミューズメント機器リレーション事業部門(千円) 305,274 427,925 140.2

合計(千円) 1,499,508 2,372,454 158.2

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２． 近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ 

ります。    

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社カプコン ― ― 262,568 11.1 

３．前事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が

100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

 


	(１)経営成績に関する分析
	　①資産、負債及び純資産の状況
	(１)貸借対照表
	売上原価明細書
	当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)
	(４)キャッシュ・フロー計算書
	重要な会計方針
	注記事項
	(損益計算書関係)
	該当事項はありません
	(キャッシュ・フロー計算書関係)
	(注)　投資事業有限責任組合への出資には、当該投資事業組合が保有する「その他有価証券」に対する時価評価額(持分相当額△57千円)を含んでおります。
	当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)
	(重要な後発事象)
	当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)



