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(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 491 △37.7 71 △70.6 73 △70.1 43 △69.8

19年３月中間期 789 △0.6 243 15.1 245 15.8 145 15.9 

19年９月期 1,425 ― 435 ― 438 ― 271 ―

 
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 430 07 426 74 

19年３月中間期 1,429 68 1,413 40 

19年９月期 2,675 17 2,646 76 

（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 

 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 1,598 1,508 94.4 14,790 94 

19年３月中間期 1,707 1,397 81.9 13,752 10 

19年９月期 1,851 1,525 82.4 14,976 55 

（参考）自己資本 20年３月中間期 1,508百万円 19年３月中間期 1,397百万円 19年９月期 1,525百万円 

 
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 26 △2 △59 1,387 

19年３月中間期 238 △0 △58 1,192 

19年９月期 470 △3 △58 1,422 

  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 － 600 00 600 00 

20年９月期（実績） － － 
600 00 

20年９月期（予想） － 600 00 

 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 1,500 5.3 500 14.9 500 14.2 290 7.0 2,847 32 
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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） 

（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、17ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月中間期 102,000株 19年３月中間期 101,650株 19年９月期 101,850株

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

※ 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 

①当中間期の経営成績 

 当中間会計期間のわが国経済は、設備投資及び個人消費は底堅く推移したものの、世界的な素材価格の上昇や金融

市場の混乱の影響により、減速懸念が高まる状況となりました。 

 一方、ゲームソフト業界におきましては、ポータブル型ゲーム機等を中心に好調に推移し、ゲームソフト市場の裾

野は広がりをみせました。 

 このような状況のもと、当社では、販売台数を着実に伸ばしているポータブル型ゲーム機であるプレイステーショ

ンポータブル（以下「ＰＳＰ」という）のゲームソフトの販売を積極的に推進いたしました。 

 製品部門におきましては、人気シリーズとなりました「英雄伝説 空の軌跡」シリーズの音楽、壁紙、ムービー集

など、お楽しみ要素満載の企画製品であるＰＳＰ向け「空の軌跡マテリアルコレクション ポータブル」及び、平成

18年９月に発売したＰＳＰ向けゲームソフト「英雄伝説 空の軌跡ＦＣ」と平成19年９月に発売したＰＳＰ向けゲー

ムソフト「英雄伝説 空の軌跡ＳＣ」並びに「空の軌跡マテリアルコレクション ポータブル」をセットにした「空の

軌跡ＦＣ＆ＳＣ完全版」を発売しました。 

 また、ＰＳＰ向けゲームソフト「英雄伝説 空の軌跡ＦＣ」及び「英雄伝説 空の軌跡ＳＣ」は、当中間会計期間に

おきましても根強い人気を誇り、単品パッケージ製品としましてもそれぞれ堅調に販売本数を伸ばしました。 

 ＰＳＰ向けゲームソフト「英雄伝説 空の軌跡」シリーズが引き続き好調でありましたが、新作ゲームソフトの発

売がありませんでしたので、製品部門の売上高は333百万円（前年同期比49.1％減）となりました。 

 また、ライセンス部門では、「イースオンライン」の日本でのサービス展開について韓国のCJ Internet Corp.社

と契約を締結したこと、携帯電話向けのゲーム配信及び音楽ダウンロード販売等によるライセンス収入が好調であっ

たことから、売上高は158百万円（前年同期比18.0％増）となりました。 

   

 それらの結果、売上高は491百万円（前年同期比37.7％減）、経常利益は73百万円（同70.1％減）、中間純利益は

43百万円（同69.8％減）となりました。 

 

②当期の見通し 

 当期はパソコン向け大型タイトルのほか、ゲーム機に関しても、更なる本格参入を果たすために、多数のタイトル

を自社開発し販売する計画です。 

 シリーズ待望の最新作「Ｙｓ ＳＥＶＥＮ」と「ＺＷＥＩⅡ」の強力な新作ラインナップの他、ファンユーザーか

らの発売要望の声が高い「英雄伝説 空の軌跡the３rd」、「ツヴァイ」、「ブランディッシュ」等、多数のタイトル

を準備しております。そして更には「英雄伝説」シリーズの最新作「英雄伝説７」の開発も進めてまいります。 

 平成19年12月に企画製品であるＰＳＰ向け「空の軌跡マテリアルコレクション ポータブル」を発売しましたが、

更に当期の第２弾投入タイトルとしまして、平成20年４月24日にＰＳＰ向けゲームソフト「ヴァンテージマスターポ

ータブル」を発売しました。 

 その他、韓国におきましてサービスを開始したイースオンラインが収益に寄与し始めるほか、同様に韓国で開発中

の「ツヴァイオンライン」も、2008年のサービス開始に向けて開発が着実に進められております。両タイトル共に中

国、そして日本でのサービス開始の準備も積極的に取り組んでまいります。 

これらの取り組みにより、平成20年９月期の業績は、売上高1,500百万円、経常利益500百万円、当期純利益290百万

円を見込んでおります。 

 なお、当社の業績推移の特徴としまして、新製品の発売月に売上高が集中する傾向にあります。当期につきまして

は、新製品の発売予定が下半期に集中することから、中間期の業績予想は、通期の業績予想に対して比重が低いもの

となっております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当中間会計期間末の資産につきましては、前事業年度末と比較して252百万円減少し1,598百万円となりました。そ

の主な要因は、現金及び預金の減少35百万円、売掛金の減少177百万円、ソフトウェア仮勘定の減少96百万円、ソフ

トウェアの増加49百万円等によるものであります。 

 負債につきましては、前事業年度末と比較して235百万円減少し90百万円となりました。その主な要因は、買掛金

の減少35百万円、未払金の減少35百万円、未払法人税等の減少141百万円、未払消費税の減少19百万円等によるもの

であります。 

 純資産につきましては、前事業年度末と比較して16百万円減少し1,508百万円となりました。その主な要因は、剰

余金の配当が中間純利益を上回ったため利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して35百万円減少

し、1,387百万円となりました。 

 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） 

  営業活動の結果増加した資金は26百万円となりました。これは主として、税引前中間純利益を73百万円計上し  

 たこと、売上債権が177百万円減少したこと及び過年度に支出済であるロイヤリティ収入原価を42百万円計上した

 ことに対し、未払金が36百万円、仕入債務が35百万円及び未払消費税が19百万円減少し、法人税等の支払額が174 

 百万円となったためであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果減少した資金は2百万円となりました。 

  これは、固定資産の取得による支出であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果減少した資金は59百万円となりました。 

  これは主に配当金の支払いによる支出であります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 (注）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 

     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

     １．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

     ２．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、上記いずれの期においても有利子負債 

      が存在しないため、記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要課題としてとらえております。利益配分につきましては、将来

の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮の上、適切な配当を

行うことを基本方針としております。 

 なお、当期（平成20年９月期）の配当につきましては、期末配当金といたしまして１株につき600円を予定してお

ります。 

(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リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要である

と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社

は、これらのリスクの可能性を認識した上で、発生の回避及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、以下の特別記載事項及び本書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討された上で行われる必

要があります。また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、こ

の点ご留意下さい。 

 ① 自社によるもの 

ａ．開発期間の長期化について 

 当社の場合、ゲームソフト制作の開発期間は半年から長いもので２、３年を要します。開発が長期間に渡るため、

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あります。また、昨今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もあります。技術情報

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 
平成20年９月期
中間期 

自己資本比率（％） 80.7 86.8 92.0 82.4 94.4 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
458.3 813.8 361.4 211.8 175.1 

債務償還年数（年） － － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － － 
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の収集には努めておりますが、当社の努力にもかかわらず対応に遅れが生じた場合には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

  

ｂ．製品の販売推移の傾向について 

 当社の製品の販売推移につきましては、ゲームソフトの販売開始時に売上の多くが集中するため、新製品を発売し

た四半期に製品部門の売上高が大きく計上される傾向にあります。 

 そのため、新製品の発売の時期により四半期ごとに業績が大幅に変動する可能性があります。 

  

ｃ．「イース」のオンラインゲーム計画について 

 当社の代表的なロールプレイングゲームである「イース」をオンラインゲームとして開発、サービス展開すること

につきまして、韓国のCJ Internet Corpと業務提携契約を締結し、平成19年11月５日より韓国において課金サービス

を開始しております。 

 今後、日本及び中国でもサービスを開始する計画ですが、開発の遅延、中止もしくはサービス開始後に計画通りに

顧客を獲得できないという事態が生じた場合は、計画通りの利益を得られず、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

ｄ．知的財産について 

 当社では、新規開発製品に関するもので知的財産の保護の対象となる可能性のあるものにつきましては、必要に応

じて特許・商標などの取得を目指しておりますが、必ずしもかかる権利を取得できるとは限りません。当社の技術、

ノウハウ又はタイトルなど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には、当社製品の開発

又は販売に支障が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 なお、現在において当社製品による第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も知

的財産権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないとは限らず、かかる事態が発生した場合には、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

  

ｅ．特定販売先への依存について 

 前事業年度における売上高の47.9％がソフトバンクＢＢ株式会社に対する売上であり、高い比率を占めておりま

す。これは同社がパソコンパッケージソフト流通業界において大きなシェアを持つためであります。当社では、当社

ホームページでの直販を含め、新たな販路の開拓を常に心掛けており、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。しかし、パソコンパッケージソフトの販売先の分散化が進んでいない段階で、当該販売先による当社及

び当社製品に対する取引方針が変化した場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

ｆ．人材の確保・育成について 

 当社は人材戦略を事業における最重要課題のひとつとして捉えており、今後の事業拡大には既存のスタッフに加え

て、特に開発の分野で十分な知識と技術を有する人材の確保・育成が不可欠であるという認識に立っております。 

当社は、優秀な人材を確保するために、また、現在在籍している人材が退職又は転職するなどのケースを最小限に抑

えるため、基本報酬について軽視せず、また、ストックオプションなどを取り入れた報酬プログラムを実践しており

ます。また、人材紹介サービスなどの活用により、必要な人材の確保に努めていく方針であります。しかしながら、

いずれも継続的な人材の確保を保証するものではなく、適格な人材を十分確保できなかった場合には、当社の事業拡

大に制約を受ける可能性があり、また、機会損失が生じるなど当社の業績その他に影響を及ぼす可能性があります。

  

② 環境によるもの 

ａ．法規制などについて 

 健全なコンテンツの開発及び販売を業容として掲げる当社は、「Ｒ18（映画倫理規定管理委員会の規定のひとつ。

18 歳未満の鑑賞が不適切であることを示す。）」などで規制される事業の展開や製品の取扱いは現在行っておりま

せんので、法的規制や行政指導に該当する事項はありません。しかしながら、将来的にコンピュータ又はデジタルコ

ンテンツ関連業者を対象とした法規制が整備された場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ｂ．ゲームソフトの違法コピーについて 

 ゲームソフトに関わる知的所有権を巡って発生している法律問題としては、無許諾の不正コピーに関わる問題があ

ります。 

 音楽ソフト業界とも共通の問題であります違法コピーにつきましては、メーカー各社は独自に採用するコピーガー

ドなどで対策を講じておりますが、データの劣化や消費者の反発への不安もあり、未だこれといった決め手が無いの

が現状であります。無許諾の不正コピーが氾濫することにより当社の販売機会が損なわれた場合には、当社の業績に
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悪影響が出る可能性があります。 

  

ｃ．個人情報の取扱いについて 

 当社は売上の一部を通信販売によっていることから、顧客の個人情報を保有しております。また、今後当社ホーム

ページを通じた通信販売の増加も予想され、個人情報については社内管理体制を整備し、情報管理への意識を高める

とともに、アクセス権を制限する等安易に個人情報が漏洩することの無いように、取扱いには留意しております。 

 しかしながら、外部からのハッキングなど、不測の事態により、万が一、個人情報が外部に漏洩するような事態と

なった場合には当社の信用失墜による売上の減少、又は損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

２．企業集団の状況 
 当社は、関係会社がないため、該当事項はありません。 

  

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 

の各項目につきましては、平成19年９月期決算短信（平成19年11月14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.falcom.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/listing/compsearch/index.html 
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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   1,192,668   1,387,749   1,422,907  
２．売掛金   301,595   33,116   210,485  
３．たな卸資産   9,527   11,588   8,723  
４．前払費用   4,649   4,346   5,031  
５．繰延税金資産   16,398   10,013   21,223  
６．その他   860   1,054   553  
貸倒引当金   －   △2,064   －  
流動資産合計   1,525,700 89.4  1,445,804 90.4  1,668,925 90.2 

Ⅱ 固定資産           
１．有形固定資産           
(1）器具備品  17,566   22,080   19,580   
減価償却累計額  13,243 4,322  16,104 5,975  14,495 5,085  
有形固定資産合計   4,322 0.2  5,975 0.4  5,085 0.2 

２．無形固定資産           
(1）ソフトウェア   791   50,255   899  
(2）ソフトウェア仮
勘定   150,000   54,000   150,000  

(3）電話加入権   757   757   757  
無形固定資産合計   151,548 8.9  105,012 6.6  151,656 8.2 

３．投資その他の資産           
(1）繰延税金資産   280   16,727   258  
(2）敷金保証金   25,181   25,181   25,181  
投資その他の資産
合計   25,461 1.5  41,908 2.6  25,439 1.4 

固定資産合計   181,333 10.6  152,896 9.6  182,181 9.8 

資産合計   1,707,033 100.0  1,598,701 100.0  1,851,106 100.0 
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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
（％）

（負債の部）           
Ⅰ 流動負債           
１．買掛金   34,387   8,840   44,733  
２．未払金   113,491   28,018   63,460  
３．未払費用   12,381   12,050   11,820  
４．未払法人税等   114,642   22,552   163,906  
５．未払消費税等   13,900   705   20,363  
６．前受金   －   26   3  
７．預り金   4,029   4,232   4,356  
８．賞与引当金   16,300   13,600   17,100  
流動負債合計   309,132 18.1  90,025 5.6  325,745 17.6 

負債合計   309,132 18.1  90,025 5.6  325,745 17.6 

（純資産の部）           
Ⅰ 株主資本           
 １．資本金   161,830 9.5  162,530 10.2  162,230 8.8 

 ２．資本剰余金           
 (1) 資本準備金  317,063   317,763   317,463   
 資本剰余金合計   317,063 18.6  317,763 19.9  317,463 17.1 

 ３．利益剰余金           
  (1) その他利益剰余 
  金            

   別途積立金  710,000   710,000   710,000   
   繰越利益剰余金  209,008   318,382   335,668   
 利益剰余金合計   919,008 53.8  1,028,382 64.3  1,045,668 56.5 

株主資本合計   1,397,901 81.9  1,508,675 94.4  1,525,361 82.4 

純資産合計   1,397,901 81.9  1,508,675 94.4  1,525,361 82.4 

負債純資産合計   1,707,033 100.0  1,598,701 100.0  1,851,106 100.0 
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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   789,450 100.0  491,473 100.0  1,425,183 100.0 

Ⅱ 売上原価   92,889 11.8  152,387 31.0  202,582 14.2 

売上総利益   696,561 88.2  339,086 69.0  1,222,601 85.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   452,822 57.3  267,358 54.4  786,872 55.2 

営業利益   243,738 30.9  71,728 14.6  435,728 30.6 

Ⅳ 営業外収益  ※１  1,499 0.2  1,701 0.3  2,705 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２  79 0.0  79 0.0  165 0.0 

経常利益   245,159 31.1  73,349 14.9  438,269 30.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  119 0.0  －    119 0.0 

税引前中間（当
期）純利益   245,278 31.1  73,349 14.9  438,388 30.8 

法人税、住民税及
び事業税  112,614   34,784   183,866   

法人税等調整額  △12,486 100,127 12.7 △5,258 29,525 6.0 △17,289 166,576 11.7 

中間（当期）純利
益   145,150 18.4  43,824 8.9  271,811 19.1 
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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） 

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） 

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年10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 

その他利益剰余金 

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年９月30日 残高 
（千円） 161,530 316,763 710,000 124,757 1,313,050 1,313,050 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行（新株予約権の行使） 300 300     600 600 

剰余金の配当       △60,900 △60,900 △60,900 

中間純利益       145,150 145,150 145,150 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 300 300 － 84,250 84,850 84,850 

平成19年３月31日 残高 
（千円） 161,830 317,063 710,000 209,008 1,397,901 1,397,901 

 

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 

その他利益剰余金 

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年９月30日 残高 
（千円） 162,230 317,463 710,000 335,668 1,525,361 1,525,361 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行（新株予約権の行使） 300 300     600 600 

剰余金の配当       △61,110 △61,110 △61,110 

中間純利益       43,824 43,824 43,824 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 300 300 － △17,285 △16,685 △16,685 

平成20年３月31日 残高 
（千円） 162,530 317,763 710,000 318,382 1,508,675 1,508,675 

 

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 

その他利益剰余金 

 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年９月30日 残高 
（千円） 161,530 316,763 710,000 124,757 1,313,050 1,313,050 

事業年度中の変動額       

新株の発行（新株予約権の行使） 700 700     1,400 1,400 

剰余金の配当       △60,900 △60,900 △60,900 

当期純利益       271,811 271,811 271,811 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 700 700 － 210,911 212,311 212,311 

平成19年９月30日 残高 
（千円） 162,230 317,463 710,000 335,668 1,525,361 1,525,361 
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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 
 245,278 73,349 438,388 

減価償却費  1,034 6,253 2,429 

ロイヤリティ収入原価  － 42,000 － 

貸倒引当金の増加額(△

減少額） 
 △119 2,064 △119 

賞与引当金の増加額（△

減少額） 
 2,800 △3,500 3,600 

受取利息及び受取配当金  △521 △1,396 △1,726 

株式交付費  79 79 165 

売上債権の減少額（△増

加額） 
 △130,094 177,391 △38,980 

たな卸資産の減少額 

（△増加額） 
 5,211 △2,864 6,015 

その他資産の減少額  309 183 233 

仕入債務の増加額（△減

少額） 
 4,628 △35,893 14,974 

未払金の増加額（△減少

額） 
 65,039 △36,685 15,320 

未払消費税等の増加額

（△減少額） 
 6,733 △19,657 13,196 

その他負債の増加額（△

減少額） 
 1,760 △1,829 2,214 

小計  202,139 199,494 455,711 

利息及び配当金の受取額  521 1,396 1,726 

法人税等の支払額  △686 △174,508 △23,362 

法人税等の還付額  36,119 － 36,119 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 238,092 26,382 470,194 

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 
 △603 △2,500 △2,616 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △250 － △501 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △853 △2,500 △3,118 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
    

株式の発行による収入  520 520 1,234 

配当金の支払額  △59,181 △59,561 △59,493 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △58,660 △59,041 △58,259 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
 178,578 △35,158 408,817 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首

残高 
 1,014,090 1,422,907 1,014,090 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
 1,192,668 1,387,749 1,422,907 
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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 

たな卸資産 

製品・原材料 

 先入先出法による原価法を採用

しております。 

たな卸資産 

製品・原材料 

同左 

たな卸資産 

製品・原材料 

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通

りであります。 

 器具備品 5～8年 

(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通

りであります。 

 器具備品 5～8年 

 （追加情報） 

 当中間会計期間より法人税法改

正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却費の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、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。 

 なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益、税引前中間純利益

に与える影響は軽微であります。 

(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通

りであります。 

 器具備品 5～8年  

 （会計方針の変更） 

当事業年度より法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30

日 政令83号））に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固

定資産については改正後の法人税

法に基づく償却方法に変更してお

ります。 

 なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益、税引前当期純利益

に与える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）に基づく定額法によって

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

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。 

株式交付費 

同左 

株式交付費 

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

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 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  

(1)消費税等の会計処理 

同左 

  

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

（中間損益計算書関係） 

（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に関する事項 

 （注）普通株式の株式数の増加150株は、新株予約権（ストックオプション)の行使によるものであります。 

２．配当に関する事項 

 (１）配当金支払額 

  
 (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。 

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．営業外収益は受取利息521千円及び法 

  人税等還付加算金978千円であります。 

※１．営業外収益は受取利息1,396千円及び 

  未払配当金除斥益305千円であります。 

※１．営業外収益は受取利息1,726千円及び

法人税等還付加算金978千円であります。 

※２．営業外費用79千円は株式交付費であ 

  ります。 

※２．営業外費用79千円は株式交付費であ 

  ります。 

※２．営業外費用165千円は株式交付費であ 

  ります。 

※３．特別利益119千円は、貸倒引当金戻 

  入益であります。 

※３．    ―――――― ※３．特別利益119千円は、貸倒引当金戻入 

  益であります 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

 有形固定資産 891千円 

 無形固定資産 142 

 有形固定資産 1,609千円 

 無形固定資産 4,643 

 有形固定資産 2,142千円 

 無形固定資産 286 

 
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 101,500 150 － 101,650 

合計 101,500 150 － 101,650 

（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20日 

定時株主総会 
普通株式 60,900 600 平成18年９月30日 平成18年12月21日 
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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に関する事項 

 （注）普通株式の株式数の増加150株は、新株予約権（ストックオプション)の行使によるものであります。 

２．配当に関する事項 

 (１）配当金支払額 

  
 (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。 

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 

 （注）普通株式の株式数の増加350株は、新株予約権（ストックオプション)の行使によるものです。 

２．配当に関する事項 

 (１）配当金支払額 

  
 (２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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 101,850 150 － 102,000 

合計 101,850 150 － 102,000 

（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 61,110 600 平成19年９月30日 平成19年12月21日 

 
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 101,500 350 － 101,850 

合計 101,500 350 － 101,850 

（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20日 

定時株主総会 
普通株式 60,900 600 平成18年９月30日 平成18年12月21日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

 配当の原資 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 61,110 600  利益剰余金 平成19年９月30日 平成19年12月21日

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） 

 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 

（平成19年３月31日現在） 

 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 

（平成20年３月31日現在） 

 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９月30日現在） 

現金及び預金 1,192,668千円 

現金及び現金同等物 1,192,668 

現金及び預金 1,387,749千円 

現金及び現金同等物 1,387,749 

現金及び預金 1,422,907千円 

現金及び現金同等物 1,422,907 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

（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） 

 当社はリース取引を行っておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 同左 

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） 

 当社は有価証券を保有しておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 同左 

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） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりませ

んので、該当事項はありません。 

同左 同左 
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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） 

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 

 (注) 平成14年８月１日付株式分割（株式１株につき５株）及び平成16年５月20日付株式分割（１株につき２株）及び

   平成17年８月19日付株式分割（株式１株につき５株）による分割後の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

して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 
  

平成14年 
ストック・オプション  

  
平成17年 

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２名、当社監査役１名

及び当社従業員46名 

 当社取締役１名及び当社従業員４

名 

ストック・オプション数  普通株式  6,600株  普通株式  150株 

付与日  平成14年４月24日  平成17年１月６日 

権利確定条件 

 付与日（平成14年４月24日）以

降、権利確定日（平成16年４月19

日）まで継続して勤務しているこ

と。 

 付与日（平成17年１月６日）以

降、権利確定日（平成17年１月28

日）まで継続して勤務しているこ

と。 

対象勤務期間 
 ２年間（自 平成14年４月24日 

至 平成16年４月18日) 

 １ヶ月間（自 平成17年１月６日

至 平成17年１月28日) 

権利行使期間 
  平成16年４月19日から平成24年４

月18日まで 

 平成17年１月28日から平成25年１

月27日まで 

 
  

平成14年 
ストック・オプション   

  
平成17年 

ストック・オプション   

権利確定前      （株）     

前事業年度末 － － 

付与 － － 

失効 － － 

権利確定 － － 

未確定残 － － 

権利確定後      （株） － － 

前事業年度末 1,300 50 

権利確定 － － 

権利行使 350 － 

失効 － － 

未行使残 950 50 
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② 単価情報 

（持分法損益等） 

（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益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 

（重要な後発事象） 

 
 平成14年 

ストック・オプション  
 平成17年 

 ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 4,000 54,600 

行使時平均株価     （円） 43,600 － 

公正な評価単価（付与日）（円） － － 

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） 

 該当事項はありません。 同左 同左 

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    13,752円10銭

１株当たり中間純利益   1,429円68銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 
1,413円40銭

  

１株当たり純資産額   14,790円94銭

１株当たり中間純利益    430円07銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 
  426円74銭

  

１株当たり純資産額    14,976円55銭

１株当たり当期純利益   2,675円17銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
2,646円76銭

  

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    

中間（当期）純利益（千円） 145,150 43,824 271,811 

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） 145,150 43,824 271,811 

普通株式の期中平均株式数（株） 101,526 101,900 101,605 

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 1,169 795 1,090 

（うち新株予約権数） （1,169） （795） （1,090） 

 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）純利益の算定に含まれ

なかった潜在株式の概要 

 平成17年1月6日ストックオ

 プション（新株予約権） 

 普通株式50株 

 平成17年1月6日ストックオ 

 プション（新株予約権） 

 普通株式50株 

 平成17年1月6日ストックオ

 プション（新株予約権） 

 普通株式50株 

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） 

 該当事項はありません。  同左 同左 
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５．生産、受注及び販売の状況 
 （1）生産実績 

   当社は研究開発事業を主体とする会社であり、生産設備を保有していないため、該当事項はありません。 

  

 （2）受注状況 

   当社は受注による生産を行っていないため、該当事項はありません。 

  

 （3）販売実績 

   当中間会計期間の販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。  

 （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。 

事業部門別 
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） 

前年同期比（％） 

 製品部門（千円） 333,410 50.9 

 ライセンス部門（千円） 158,062 118.0 

合計 491,473 62.3 

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（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社コナミデジタルエンタテイ

ンメント 
48,384 6.1 281,302 57.2 

CJ Internet Corp. － － 120,000 24.4 
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