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１．平成20年３月中間期の業績（平成19年10月１日～平成20年３月31日）

(1）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 ％

20年３月中間期 782 △24.9 181 △49.7 182 △49.5 105 △50.0

19年３月中間期 1,041 34.0 360 △3.5 360 3.7 209 3.9

19年９月期 1,886 21.4 501 1.1 502 6.8 287 9.7

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

20年３月中間期 1,932 91 1,901 16

19年３月中間期 3,856 82 3,789 06

19年９月期 5,275 78 5,183 65

（参考）持分法投資損益 20年３月中間期 -百万円 19年３月中間期 -百万円 19年９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月中間期 2,170 1,413 65.1 26,097 23

19年３月中間期 1,905 1,327 69.7 24,393 56

19年９月期 2,029 1,404 69.2 25,806 68

（参考）自己資本 20年３月中間期 1,413百万円 19年３月中間期 1,327百万円 19年９月期 1,404百万円

(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月中間期 199 △4 △92 1,576

19年３月中間期 33 △12 △53 1,271

19年９月期 256 △34 △53 1,473

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

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 0 00 1,100 00 1,100 00

20年９月期（実績） 0 00 －

20年９月期（予想） － 1,200 00 1,200 00

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 2,100 11.3 553 10.3 553 10.0 312 8.7 5,734 45
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４．その他

(1）中間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　　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（自己株式を含む） 20年３月中間期 54,408株 19年３月中間期 54,408株 19年９月期 54,408株

②　期末自己株式数 20年３月中間期  373株 19年３月中間期 -株 19年９月期 - 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」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

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 （当中間期の経営成績）

 当中間会計期間における我が国経済は、景気回復の基調にはあるものの、米経済の減速懸念や急激な円高、原油価格

の上昇などで企業部門の動きが弱まるなど、景気は一時的に停滞の動きも見られました。　

 このような環境の中で、当社はゲームソフトを中心としたデジタルエンターテインメントコンテンツの開発・販売を

行いました。

  この結果、当中間会計期間の売上高は782,630千円（前年同期比24.9％減）、経常利益は182,414千円（前年同期比

49.5％減）、中間純利益は105,007千円（前年同期比50.0％減）となりました。事業部門別の販売実績及び概況は以下

の通りであります。

 ①ゲームソフト開発事業

　ゲームソフト市場においては、携帯型ならびに据置型の新型ハードウェアの普及に伴いゲーム機の特性を活かした

新しい遊びや、学習、生活に関連した新ジャンルの市場拡大が続いております。ゲームソフト開発事業においては、

こうしたハードウェアの特質を活かした開発により人気テレビアニメやコミックのアクションゲームを中心に開発を

進めてまいりました。また、市場動向に鑑みテレビのバラエティ番組をゲーム化したタイトルの開発も実施し、期首

計画では８タイトルの開発計画でしたが、開発進捗やクライアントからの検収が早期化するなどの状況で合計11タイ

トルの開発を完了しました。当中間会計期間におけるロイヤリティ収入を加えた売上高は 694,115千円となりました。

 ②モバイルコンテンツ開発事業

　モバイルコンテンツ開発事業においては、当中間会計期間における売上高は82,994千円となりました。

 ③その他事業

　その他事業においては、当中間会計期間における売上高は5,520千円となりました。

 　（当期の見通し）

 　業績予想のうち売上高は 2,100 百万円、経常利益は 553百万円、当期純利益は 312百万円と予想しております。

当社の主力事業であるゲームソフト開発事業については、引き続き、アニメキャラクターのアクションゲームを中心

に、ゲームユーザーの求めるエンターテイメント性を高めたゲームソフトを開発してまいります。モバイルコンテン

ツ開発事業においては、新規コンテンツの投入や既存コンテンツの見直しを行い、会員数・ダウンロード数の増加を

図ってまいります。その他事業においては、自社キャラクタービジネスの拡大推進と特許流通による国内外企業との

関係強化を通じ業績の拡大を図って参ります。

  なお、平成20年４月７日に中間業績予想の上方修正を発表いたしましたが、平成20年９月期の通期においては、概

ね当初の予想通りであり、業績予想について修正はありません。　

 　　※　上記の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き当社にて判断したものであります。

　　 予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績等は環境の変化等により、上記予想数値と異なる場合があ

     ります。  
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(2）財政状態に関する分析

①　資産

 資産合計は、2,170百万円（前事業年度は2,029百万円）であり、前事業年度に比し、140百万円増加いたしました。

  流動資産残高は、2,012百万円（前事業年度は1,872百万円）であり、前事業年度に比し、139百万円増加しておりま

す。主な要因は、現金及び預金の増加（1,473百万円から 1,576百万円へ 102百万円の増加）および仕掛品の増加

（297百万円から 346百万円へ 48百万円の増加）によるものであります。

 固定資産残高は、158百万円（前事業年度は156百万円）であり、前事業年度に比し、1百万円増加しております。

 ②　負債

 負債合計は、757百万円（前事業年度は625百万円）であり、前事業年度に比し、131百万円増加いたしました。

  流動負債残高は、757百万円（前事業年度は625百万円）であり、前事業年度に比し、131百万円増加しております。

主な要因は、前受金の増加（399百万円から526百万円へ127百万円の増加）、賞与引当金の増加（36百万円の増加）に

よるものです。

 ③　純資産

  当中間会計期間末における純資産は 1,413百万円（前事業年度は1,404百万円）であり、前事業年度に比し、9百万

円増加しました。主な増加の要因は、中間純利益の計上（105百万円）で、主な減少の要因は剰余金の配当（59百万円）、

自己株式の取得（33百万円）であります。これらの結果、自己資本比率は、65.1％となりました。

     ④　キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、税引前中間純利益（182百万円）や前受金の増加（127百

万円）、売上債権の減少（27百万円）等の資金増加要因に対し、たな卸資産の増加（48百万円）、および法人税等の

支払（113百万円）等資金減少要因があり、結果、前事業年度末に比べ 102百万円増加し、当中間会計期間末には 

1,576百万円となりました。また、当中間会計期間における各キャッシュ・フロー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）

　当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、199百万円となりました。資金減少要因として、法人税等

の支払（113百万円）や開発業務によるたな卸資産の増加（48百万円）などがありましたが、税引前中間純利益（182

百万円）や売上債権の減少（27百万円）、前受金の増加（127百万円）等が資金増加要因として寄与したものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果支出した資金は、4百万円となりました。これは主として開発用機材等の購

入によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は、92百万円となりました。これは第15期期末配当金の支払

（59百万円）と自己株式の取得（33百万円）によるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、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ます。当社の配当政策の基本的な考え方は、

収益状況に応じた継続的な配当を実施するとともに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必

要性を考慮し、総合的に利益還元を判断・決定していくこととしております。

　なお、今期の配当につきましては、期末配当を１株当たり1,200円とさせていただく予定です。
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(4）事業等のリスク

  以下において、当社の事業展開その他に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について記

載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の判断上、重要であると考え

られるものについては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。なお、当社はこれらの事項

が発生する可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に対す

る投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があります。ま

た、以下の記載は当社の事業もしくは本株式への投資に関するリスクのすべてを網羅するものではありませんのでご

留意ください。

① ゲームソフト業界の動向

  当社が事業を展開している国内のゲームソフト市場は、既に広く消費者に認知され、今後も新機種の普及やオンラ

イン化により市場規模は拡大すると認識しております。当社は、市場動向に鑑み、ユーザーである消費者の嗜好に留

意し、すべての主要なゲーム機種へ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の予測を下回ったり、国内におけるゲーム機種の普及状況が変化したり、当社の強みとする

アクションジャンルのゲームに対する消費者の嗜好が急激に変化した場合は、業績に大きな影響を与える可能性があ

ります。

 

② 事業の競合

  ゲームソフトの企画・開発、モバイルコンテンツの企画・開発・配信の各業界には、有力な事業者が存在し、大き

な参入障壁も存在しないことから当社と事業競合関係にあります。当社のゲームソフトの開発事業においては徹底し

た納期管理や、開発機能のライブラリー化を進めております。また、モバイルコンテンツの企画・開発・配信におい

ては、ゲームソフト開発事業との相乗効果によりゲーム性を織り込んだオリジナルコンテンツを開発し、他社との差

別化を図って事業を展開しております。しかしながら、他社との比較においてゲームソフトおよびモバイルコンテン

ツの完成度が低い場合や、当社と同様なゲームソフトおよびモバイルコンテンツの開発を他社が先んじた場合におい

て、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

 

③ 開発コスト力

  当社が販売先やエンドユーザーである一般消費者から評価を得るには、前述のとおり魅力あるゲームソフトを生み

出すことも重要ですが、販売先に納得いただける価格でのゲームソフト供給や収益性のあるモバイルコンテンツを作

成することも重要です。そのため、日々のコスト削減や研究開発活動を通じた開発効率の向上策などに取り組み、競

合他社と比べ高い競争力を持つ必要があります。競合他社との開発コスト力の状況によっては収益性の低下や販売先

からの依頼の減少、一般消費者の情報利用の減少など、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。　

    ④ 開発期間の長期化

  ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発期間は半年から長いもので１年を要します。開発が長期間にわた

るため、企画段階において予測した開発期間と実際の開発期間に差異が生じる可能性があります。また、最近の技術

革新におけるスピードの速さのために、製品に求められる機能が高度化した場合、開発期間が長期化する可能性があ

ります。技術情報の収集には努めていますが、当社の努力にもかかわらず対応に遅れが生じた場合、その結果によっ

ては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

 　 ⑤ 開発要員・外注業者の確保

  当社は、ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発に関する事業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。当社は継続的に

優秀な人材の確保に努めてまいりますが、これらの人材が当社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、当社が計画していた事業活動が遂行できず、その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性が

あります。

 　 ⑥ ゲームソフトの瑕疵

  当社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、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、ゲームソフトについては当社の納品後、各販売先にお

いて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受け、瑕疵の発生を極小化しており

ます。しかしながら、当社が販売先に納入したゲームソフトに瑕疵が発生しないという保証はなく、さらに大規模な

リコールなどで当社が多額の損害賠償請求を受けた場合には、その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与え

る可能性があります。
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  ⑦ ゲームソフト販売時期による売上の変動

　当社が販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の完了時に受取る開発売上と販売先からエン

ドユーザーへゲームソフトが販売されるごとに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。このような

中、ゲームソフトの企画・開発の対価としての当社の売上は、販売先のゲームソフト検収時に売上の多くが集中する

傾向があります。当社では売上の平準化を図るため、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、スケジュールに則した売上計上を行うよう務めております。しかしながら、ゲームソフ

トの市場動向や制作工程の変更によりスケジュールどおりの納品ができなかった場合、一定期間に売上が集中し、そ

の結果によっては、決算に大きな影響を与える可能性があります。

  ⑧ 販売先の政策により変動する収入

　当社が販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の完了時に受取る開発売上と販売先からエン

ドユーザーへゲームソフトが販売されるごとに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。このような

中で、販売先からゲームソフトの納期に変更の要請があった場合は、開発売上の計上時期が変わることがあります。

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

く影響を受けます。このように、当社の売上額や売上のタイミングは、販売先の政策の変更により大きく影響を受け、

その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

  ⑨ 新しいハードウェア環境や新技術への対応

　当社の取り組む事業分野では、家庭用ゲーム機や携帯電話機器等のゲームソフト、モバイルコンテンツの対象ハー

ドウェアが周期的に変遷し、その度に技術環境が変化し、当社はその対応を迫られます。また、家庭用ゲーム機では、

ハードウェアごとにパッケージの価格やその価格から差引かれる家庭用ゲーム機のメーカー取り分が変化し、当社の

収益環境も大きく変化します。その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

   ⑩ 知的財産権の取得・侵害

　当社の取り組む事業分野では、ゲームソフト、モバイルコンテンツに登場する人物や架空のキャラクターに関する

使用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、モバイルコンテンツの開発に付随

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・商標権等の取得を目指してお

ります。しかしながら、当社の技術、ノウハウが特許権又は商標権などとして保護されず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、当社製品の開発又は販売に支障が生じ、

その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

   ⑪ 販売先の機密情報の漏洩

　当社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、当社の業績に大きな影響を

与える可能性があります。

   ⑫ 特定販売先への依存

　当社の販売先のうち、「５　生産、受注及び販売の状況(3）販売実績」の注２に記載のとおり、総販売実績に対す

る割合が10％を超える相手先が当中間会計期間において５社となっております。ゲームソフト開発事業に関しては新

たな販路の開拓を常に心掛けるとともに、特定取引先に対する依存度を低下させる方針でありますが、今後、当該販

売先による当社への取引方針が変化した場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

   ⑬ 法的規制

　現在、当社が営む事業の中で、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。また、当社は、アダル

トや暴力シーンが含まれるゲームソフト、モバイルコンテンツ制作や事業の展開、製品の取扱いは行っておりません

ので、法的規制や行政指導に該当する事項もありません。しかしながら、将来的にインターネット、コンピュータ、

デジタルコンテンツ関連業者を対象とした法的規制が整備された場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性

があります。
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　⑭ 回収不能な情報料の取扱い

　モバイルコンテンツ開発事業においては、情報料の回収は各携帯電話会社が代行して行っておりますが、各携帯電

話会社の責に帰すべき事由によらず情報料を回収できない場合は、各社は当社へ情報料の回収が不能であるとの通知

によって、当社への情報料回収代行義務は免責されることとなっております。このような場合、当社は直接代金回収

を行うことができますが、人員、回収費用等の面から考えると事実上回収は不可能であります。平成20年３月期にお

いてはこのような未払者による未払額が 392千円あります。このような未払者が増加した場合には、当社の業績に大

きな影響を与える可能性があります。

   ⑮ モバイルコンテンツ業界の動向

　モバイルコンテンツ開発事業においては、携帯電話の機能向上やインターネットへの接続により、モバイルコンテ

ンツ市場は急拡大しております。当社は、ゲームソフト開発事業で蓄積したノウハウを活かし、既に国内の携帯電話

会社を通じてコンテンツの配信を行い、今後もモバイルコンテンツ開発事業の強化を図ってまいりますが、今後のモ

バイルコンテンツを巡る何らかの予期せぬ要因により、当社の期待通りにモバイルコンテンツ市場の成長が進まない

場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

   ⑯ 個人情報の管理

　当社が管理すべき個人情報については、当社及び当社の外注業者を含めて厳重な管理を行っております。また、当

社の全役職員へ情報管理の周知徹底を図っているため、当社においてはこれまでに判明した個人情報の流出はありま

せん。個人情報が蓄積されているデータベースサーバーは、外部からのアクセスが直接できない状態にしております。

社内的にはID、パスワード等を厳重に管理することにより、同サーバーへアクセスする人数を絞り込んでおります。

　このような対策を採っているものの、外部からの不正アクセス等によって個人情報が外部流出する可能性は存在し

ます。個人情報が流出した場合、当社への損害賠償請求、社会的信用の失墜等により、当社の業績に大きな影響を与

える可能性があります。

   ⑰ ストックオプションによる株式の希薄化

　平成20年３月31日現在における新株予約権による潜在株式数は1,162株であり、発行済株式総数54,408株の2.1％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。
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２．企業集団の状況
 最近の有価証券報告書（平成19年12月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

 

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　(4）会社の対処すべき課題

 平成19年９月期決算短信（平成19年11月９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

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.8ing.co.jp/

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/tseHpFront/HPLCDS0101.do?method=init
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,271,075   1,576,058   1,473,349  

２．売掛金   153,821   49,851   77,152  

３．たな卸資産   299,661   346,101   297,546  

４．繰延税金資産   26,982   25,027   10,165  

５．その他   11,330   15,154   14,683  

流動資産合計   1,762,872 92.5  2,012,193 92.7  1,872,897 92.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※ 1  42,188   36,575   37,252  

２．無形固定資産   5,815   5,753   5,201  

３．投資その他の資産   94,273   116,103   114,428  

固定資産合計   142,277 7.5  158,432 7.3  156,882 7.7

資産合計   1,905,150 100.0  2,170,625 100.0  2,029,779 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   40,860   10,323   18,486  

２．未払法人税等   172,794   99,117   116,533  

３．前受金   256,200   526,125   399,000  

４．賞与引当金   29,668   36,250   －  

５．その他 ※ 2  78,422   85,539   91,670  

流動負債合計   577,945 30.3  757,356 34.9  625,689 30.8

負債合計   577,945 30.3  757,356 34.9  625,689 30.8
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前中間会計期間末

（平成19年３月31日）
当中間会計期間末

（平成20年３月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   200,059 10.5  200,059 9.2  200,059 9.8

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  261,309   261,309   261,309   

資本剰余金合計   261,309 13.7  261,309 12.0  261,309 12.9

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  865,836   988,197   943,039   

利益剰余金合計   865,836 45.5  988,197 45.5  943,039 46.5

４．自己株式   － －  △33,656 △1.6  － －

株主資本合計   1,327,204 69.7  1,415,909 65.2  1,404,407 69.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

　　その他有価証券評価差
額金

  － －  △2,639 △0.1  △317 0.0

　　評価・換算差額等　合
計

  － －  △2,639 △0.1  △317 0.0

純資産合計   1,327,204 69.7  1,413,269 65.1  1,404,089 69.2

負債純資産合計   1,905,150 100.0  2,170,625 100.0  2,029,779 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,041,693 100.0  782,630 100.0  1,886,845 100.0

Ⅱ　売上原価   454,067 43.6  364,504 46.6  957,278 50.7

売上総利益   587,625 56.4  418,125 53.4  929,566 49.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   226,847 21.8  236,698 30.2  427,979 22.7

営業利益   360,778 34.6  181,427 23.2  501,587 26.6

Ⅳ　営業外収益 ※1  101 0.0  987 0.1  1,244 0.1

Ⅴ　営業外費用   － －  － －  － －

経常利益   360,879 34.6  182,414 23.3  502,832 26.6

Ⅵ　特別利益 ※2  1,000 0.1  － －  1,000 0.1

Ⅶ　特別損失   － －  － －  － －

税引前中間（当期）
純利益

  361,879 34.7  182,414 23.3  503,832 26.7

法人税、住民税及び
事業税

 168,964   96,322   217,007   

法人税等調整額  △16,927 152,037 14.6 △18,915 77,407 9.9 △220 216,787 11.5

中間（当期）純利益   209,842 20.1  105,007 13.4  287,044 15.2
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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10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9月30日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770 1,171,770

中間会計期間中の変動額        

　剰余金の配当    △54,408 △54,408 △54,408 △54,408

　中間純利益    209,842 209,842 209,842 209,842

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
   155,434 155,434 155,434 155,434

平成19年３月31日残高

（千円）
200,059 261,309 261,309 865,836 865,836 1,327,204 1,327,204
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当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 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９月30日残高（千

円）
200,059 261,309 261,309 943,039 943,039 － 1,404,407

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当 － － － △59,848 △59,848 － △59,848

中間純利益 － － － 105,007 105,007 － 105,007

自己株式の取得 － － － － － △33,656 △33,656

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額(純

額）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － 45,158 45,158 △33,656 11,501

平成20年３月31日残高（千

円）
200,059 261,309 261,309 988,197 988,197 △33,656 1,415,909

 評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金 

評価・換算差額
等合計

平成19年９月30日残高（千

円）
△317 △317 1,404,089

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △59,848

中間純利益 － － 105,007

自己株式の取得 － － △33,656

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額(純

額）

△2,322 △2,322 △2,322

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
△2,322 △2,322 △9,179

平成20年３月31日残高（千

円）
△2,639 △2,639 1,413,269
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

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９月30日残高（千円） 200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770

事業年度中の変動額       

剰余金の配当    △54,408 △54,408 △54,408

当期純利益    287,044 287,044 287,044

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額(純額）
      

事業年度中の変動額合計（千円） － － － 232,636 232,636 232,636

平成19年９月30日残高（千円） 200,059 261,309 261,309 943,039 943,039 1,404,407

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金 
 
 

評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日残高（千円） － － 1,171,770

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △54,408

当期純利益   287,044

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額(純額）
△317 △317 △317

事業年度中の変動額合計（千円） △317 △317 232,319

平成19年９月30日残高（千円） △317 △317 1,404,089
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・
フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

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     

税引前中間（当期）純利益  361,879 182,414 503,832

減価償却費  5,912 5,317 11,948

賞与引当金の増減額（減少：
△）

 29,668 36,250 －

受取利息及び受取配当金  △3 △888 △691

投資有価証券売却益  △1,000 － △1,000

売上債権の増減額（増加：△）  △111,763 27,300 △35,093

たな卸資産の増減額（増加：
△）

 △105,310 △48,554 △103,195

仕入債務の増減額（減少：△）  23,608 △8,162 1,234

前払金の増減額（増加：△）  1,365 － 1,365

前受金の増減額（減少：△）  △32,550 127,125 110,250

未払金の増減額（減少：△）  △7,001 12,831 △4,310

未払消費税等の増減額（減少：
△）

 1,485 △4,774 △1,134

その他  △7,162 △16,967 2,897

小計  159,127 311,892 486,100

利息及び配当金の受取額  3 888 691

法人税等の支払額  △126,042 △113,141 △230,023

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 33,088 199,639 256,768
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前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約キャッシュ・
フロー計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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  △223 △2,265 △223

無形固定資産の取得による支出  △1,666 △1,710 △2,352

投資有価証券の取得による支出  － － △20,630

投資有価証券の売却による収入  2,000 － 2,000

関係会社株式の取得による支出  △25,000 － △25,000

敷金保証金の返還による収入  12,000 － 12,000

その他  － △100 79

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △12,890 △4,075 △34,126

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 自己株式の取得による支出  － △33,656 －

配当金の支払額  △53,525 △59,198 △53,696

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △53,525 △92,855 △53,696

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減
少：△）

 △33,327 102,708 168,946

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,304,402 1,473,349 1,304,402

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

※１ 1,271,075 1,576,058 1,473,349
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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10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

  ①　関連会社株式

　　移動平均法による原価法を

採用しております。　

②　その他有価証券

 時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

 時価のないもの

 　移動平均法による原価法を

採用しております。　

(1）有価証券

  ①　関連会社株式

　　　　 同左

　

②　その他有価証券

 時価のあるもの

  　　　 同左

 

 

 

  

   時価のないもの

  　　　 同左

 

 (1）有価証券

①　関連会社株式

　　　　同左　　

 

②　その他有価証券

 時価のあるもの

　 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

  時価のないもの

　       同左

 

(2）たな卸資産

①　仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

①　仕掛品

　       同左　

 (2）たな卸資産

 ①　仕掛品

         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（ただし、建物について

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　　　　　　６～15年

工具器具備品　　４～15年

(1）有形固定資産

　　　　　 同左

 

 

 

(1）有形固定資産

　　　　  同左

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．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。

 なお、当中間会計期間末におい

ては、計上はありません。

(1）貸倒引当金

　         同左

 

(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。

　なお、当事業年度末においては、

計上はありません。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

─────

４．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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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か月以内に

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

６．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方法

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

 消費税等の会計処理方法

 同左

消費税等の会計処理方法

同左

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年３月31日）

当中間会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

19,423千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     26,884千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

            22,723千円

※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、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

※２　　　　　─────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

 受取利息　　

 

　3千円

      

  受取利息

  受取配当金　

  その他

5千円

     882千円

      98千円

 受取利息

 受取配当金　

 受取報奨金　

       9千円

        682千円

         190千円

※２　特別利益のうち主要なもの ※２　特別利益のうち主要なもの ※２　特別利益のうち主要なもの

 投資有価証券売却益

　　　　　

  1,000千円   ──── 投資有価証券売却益        1,000千円

 ３　減価償却実施額  ３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産      4,927千円

無形固定資産    984千円

有形固定資産        4,160千円

無形固定資産       1,157千円

有形固定資産       9,863千円

無形固定資産    2,085千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年10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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 　 該当事項はありません。
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当中間会計期間（自　平成19年10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
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式     

普通株式 － 373 － 373

合計 － 373 － 373

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

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 59,848 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 　 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

　普通株式 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式

　普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

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

（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 59,848 1,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定  1,271,075千円

現金及び現金同等物 1,271,075千円

現金及び預金勘定 1,576,058千円

現金及び現金同等物 1,576,058千円

現金及び預金勘定 1,473,349千円

現金及び現金同等物 1,473,349千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間末（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

 ①株式 －  － －

 ②債券  －  － －

 ③その他 19,824 15,373 △4,451

  合計 19,824 15,373 △4,451

前事業年度末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

 ①株式 －  － －

 ②債券  －  － －

 ③その他 19,824 19,289 △535

  合計 19,824 19,289 △535

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

       前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 　該当事項はありません。

       当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

 　該当事項はありません。

       前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

１．ストック・オプションの内容

平成17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　　　　　４名

従業員　　　　　　　　32名

ストック・オプション数 普通株式　1,192株

付与日   平成17年６月15日

権利確定条件
 付与日（平成17年６月15日）以降、権利確定日（平成20年６月15

日）まで継続して勤務していること。

対象勤務期間  平成17年６月15日から平成20年６月15日まで

権利行使期間 平成20年６月16日から平成23年６月15日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。 

 

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

　　 株式数に換算しております。

①．ストック・オプションの数

平成17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）　ストック・オプション

権利確定前　（株）  

前事業年度末 1,172

付与  －

失効 5

権利確定 － 

未確定残 1,167

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  －
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②．単価情報

平成17年６月14日　株主総会決議　（新株予約権）　ストック・オプション

権利行使価格　（円） 24,800

行使時平均株価　（円）  －

付与日における公正な評価単価　（円）  －

 （注）権利行使価格は１株当たりの払込金額を記載しております。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日）

　関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額   24,393.56円

１株当たり中間純利益金額    3,856.82円

１株当たり純資産額   26,097.23円

１株当たり中間純利益金額  1,932.91円

１株当たり純資産額 25,806.68円

１株当たり当期純利益金額 5,275.78円

 潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額               3,789.06円

 潜在株式調整後１株当たり

 中間純利益金額               1,901.16円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額　　       　　5,183.65円

　（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）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

1株当たり 中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 209,842 105,007 287,044

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）
209,842 105,007 287,044

期中平均株式数（株） 54,408 54,408 54,408

    

 潜在株式調整後1株当たり 中間（当

期）純利益金額
   

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） 973 907 967

 （うち、新株予約権（株）） (973) (907) (967)

 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

益金額の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

－ － －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1) 開発実績

開発実績を示すと、次のとおりであります。

事業部門等の名称
 　　 前中間会計期間
 （自 平成18年10月 1日
　 至 平成19年 3月31日）

 　　 当中間会計期間
 （自 平成19年10月 1日
　 至 平成20年 3月31日）

　　　前事業年度
 （自 平成18年10月 1日
   至 平成19年 9月30日) 

 ゲームソフト開発事業（千円） 542,028 390,537 1,023,325

合計 542,028 390,537 1,023,325

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 (2) 受注状況

 受注状況を示すと、次のとおりであります。

 ①受注高

事業部門等の名称
　　  前中間会計期間
 （自 平成18年10月 1日
　 至 平成19年 3月31日）

 　　 当中間会計期間
 （自 平成19年10月 1日
　 至 平成20年 3月31日）

　　  前事業年度
 （自 平成18年10月 1日
   至 平成19年 9月30日) 

 ゲームソフト開発事業（千円） 766,500 597,750 1,937,500

合計 766,500 597,750 1,937,500

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

  　　②受注残高

事業部門等の名称
　　  前中間会計期間
 （自 平成18年10月 1日
　 至 平成19年 3月31日）

　　  当中間会計期間
 （自 平成19年10月 1日
　 至 平成20年 3月31日）

　    前事業年度
 （自 平成18年10月 1日
   至 平成19年 9月30日) 

 ゲームソフト開発事業（千円） 773,500 1,242,000 1,219,000

合計 773,500 1,242,000 1,219,000

 　　(3) 販売実績

 販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門等の名称
　　  前中間会計期間
 （自 平成18年10月 1日
　 至 平成19年 3月31日）

　    当中間会計期間
 （自 平成19年10月 1日
　 至 平成20年 3月31日）

      前事業年度
 （自 平成18年10月 1日
   至 平成19年 9月30日) 

 ゲームソフト開発事業（千円） 957,740 694,115 1,715,721

 モバイルコンテンツ開発事業（千

円）
79,392 82,994 164,044

 その他事業（千円） 4,560 5,520 7,080

合計 1,041,693 782,630 1,886,845

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

        ２．主要な販売先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。

相手先

　    前中間会計期間
 （自 平成18年10月 1日
　 至 平成19年 3月31日） 

      当中間会計期間
 （自 平成19年10月 1日
　 至 平成20年 3月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 株式会社バンダイナムコゲームス 135,121 13.0 168,385 21.5

 株式会社タカラトミー 231,686 22.2 163,917 20.9

 株式会社セガ ※１ ※１ 111,250 14.2

 株式会社キャビア  ※１  ※１ 100,000 12.8

 株式会社スクウェア・エニックス  ※１  ※１ 81,291 10.4

 任天堂株式会社 177,555 17.0 ※２  ※２

 山佐株式会社 170,000 16.3 ※２  ※２

 株式会社カプコン 140,006 13.4 ※２  ※２

                   ※１  前中間会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。

                   ※２　当中間会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。
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