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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

(注) 平成20年３月期第１四半期の財務諸表は作成しておりません。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 689 ― 102 ― 103 ― 57 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2,998.34 2,895.37
20年3月期第1四半期 ― ―

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

21年3月期第1四半期 1,297 1,031 79.4 53,690.83
20年3月期 1,410 973 69.0 50,692.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,031百万円 20年3月期  973百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 1,470 ― 181 ― 182 ― 96 ― 5,004.85
通期 3,100 30.7 471 40.4 473 48.2 250 47.6 13,039.35

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  19,205株 20年3月期  19,205株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  19,205株 20年3月期第1四半期  ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」 
に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

前第１四半期は、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比較は行っておりません。

当第１四半期におけるわが国経済は、原油や穀物などの価格高騰により個人消費が低調に推移し、サブプ

ライムローン問題や株式市場の低迷など、景気の先行きの不透明感が増大しております。

このような経営環境下、当社では「Made in JapanからChecked by Japanへ」というスローガンのもと、コ

ンシューマゲームリレーション事業部門、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

ション事業部門の各顧客に対して、精度の高いデバッグサービスを提供して参りました。

また、管理面におきましては、平成20年４月に「経営企画部」を新設し、コンプライアンスの強化と内部

管理体制の充実、コーポレートガバナンスの強化を推進して参りました。

同じく平成20年４月には、デバッグ事業本部内に「クライアント・マネージャー」制度を導入し、前期ま

では営業部が行っていた既存顧客との調整業務及び関係強化を専門的に行う人員を配置致しました。この制

度の導入により、デバッグ作業のアウトソーシング化をさらに推進することができるようになりました。一

方営業部は、主として新規顧客の開拓に取り組み、顧客数の増大を図るとともに、新分野の市場開拓にも注

力して参りました。

新規事業所展開と致しましては、平成20年５月に新たな人材確保の拠点として「札幌営業所」を開設し、

さらなる受注拡大に対応できる業務体制を整備して参りました。

また、デバッグ事業の海外展開を本格的に始動させるため、平成20年４月に「海外事業部」を新設し、北

米地域におけるデバッグサービスの提供及び国内外に対する翻訳サービスの提供を推進して参りました。

以上の結果、当第１四半期の売上高は689,815千円、経常利益は103,118千円、四半期純利益は57,583千円

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、「Wii®」「ＰＬＡＹＳＴＡＴＩＯＮ®３」「Xbox 360®」などの新世

代機に対応したソフトラインナップが出揃い始めており「モンスターハンターポータブル 2ndＧ」「マリオカ

ートWii」などのミリオンタイトルが市場を牽引したため、市場規模はほぼ前年同期の水準を維持し、引き続

き活況を呈しております。

このような状況下、「プレイステーション・ポータブル」「ニンテンドーＤＳ」「Wii®」などをプラットフォ

ームとするデバッグの受注数が堅調に増え続けたため、平成20年５月に「札幌営業所」を開設し、人材の確

保及び教育並びに積極的な受注活動の促進を実施致しました。

また、平成19年９月に日本企業として初めて取得した「Xbox 360®」の認定テストベンダー（AXTP）を活用

し、平成20年４月には「Xbox 360®」用ゲームソフト向け作成基準チェックサービスを開始するなど、様々な

新規サービスを顧客に提供して参りました。

その結果、当第１四半期の売上高は466,751千円となりました。

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月のナンバーポータビリティの開始を皮切りに、各携帯電話会

社の競争が激化しており、当社の事業領域であるモバイルコンテンツ関連業界の市場規模は、平成19年にお

いては１兆1,464億円（モバイル・コンテンツ・フォーラム調べ）と初めて１兆円を超え、過去最高額を更新

し続ける結果となりました。

今後も市場は拡大傾向にあり、多岐にわたる新サービスの出現に伴いそのテスト領域も多種多様になるこ

とが予想されます。
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このような状況下、当社は平成20年６月より以前から要望が強かったBREW®の事前検証サービスを正式に開

始するなど、蓄積されたノウハウや経験を活かして様々な顧客ニーズに合わせた新サービスを提供し、既存

顧客との関係強化に務めました。また、「クライアント・マネージャー」制度の導入により、営業部は新規顧

客の開拓に注力し顧客数の増大に努めました。

その結果、当第１四半期の売上高は109,923千円となりました。

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、ホール数の減少など依然厳しい状況にはおかれているものの、

大容量遊技機の開発やTVCMなどを活用した積極的なプロモーション戦略が功を奏し、10万台を超えるヒット

作が次々と生まれ、メーカーサイドの業績は上昇傾向にあります。また、ホールにおきましても、１円パチ

ンコなどの低貸し玉営業や、大当たり確率の高い甘デジコーナーの拡充など、ファンを獲得すべく新たな打

開策が取られております。

さらに、遊技機における演出の複雑化に伴い、１つの台に搭載するソフトウェアの容量が大容量化・複雑

化しているため、デバッグにかかる作業時間は増大する傾向にあります。

このような状況下、名古屋営業所、渋谷営業所を中心に、既存顧客に対しては増大したデバッグ作業のア

ウトソース化の推進に注力するとともに、積極的な新規顧客の開拓に努めて参りました。

その結果、当第１四半期の売上高は113,140千円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態の分析

(流動資産) 

当第１四半期末における流動資産の残高は846,608千円となり、前事業年度末における流動資産985,229千

円に対し、138,620千円の減少(前期比14.1％減)となりました。

これは、主として現金及び預金が102,552千円減少したこと、売上債権が24,703千円減少したことによるも

のであります。

(固定資産) 

当第１四半期末における固定資産の残高は451,321千円となり、前事業年度末における固定資産425,630千

円に対し、25,690千円の増加(前期比6.0％増)となりました。

これは、主として名古屋営業所の移転増床に伴う敷金保証金の差入れにより、投資その他の資産が15,857

千円増加したこと、また、札幌営業所の開設に伴い新規設備等の有形固定資産が8,395千円増加したこと等に

よるものであります。

(流動負債) 

当第１四半期末における流動負債の残高は266,798千円となり、前事業年度末における流動負債437,310千

円に対し、170,512千円の減少(前期比39.0％減)となりました。

これは、主として未払法人税等が68,509千円減少したこと及び１年内償還予定の社債50,000千円が償還に

より減少したこと等によるものであります。
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(固定負債)

当第１四半期末、前事業年度末ともに固定負債に該当する項目はございません。

(純資産)

当第１四半期末における純資産の残高は1,031,132千円となり、前事業年度末における純資産973,549千円

に対し、57,583千円の増加(前期比5.9％増)となりました。

これは、四半期純利益が57,583千円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

当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、514,202千円となり前事業年度末

における616,754千円に比べ102,552千円の減少(前期比16.6％減)となりました。

(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、19,194千円となりました。 これは、主として税引前四半期純利益

103,118千円の計上、売上債権の減少額24,703千円などが増加要因であり、法人税等の支払額100,779千円、

未払消費税等の減少額19,030千円、未払金の減少額16,911千円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、33,419千円となりました。 これは、主として名古屋営業所の移転増床等

に伴う敷金及び保証金の差入による支出16,909千円、札幌営業所の開設等に伴う有形固定資産の取得による

支出10,612千円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)

財務活動の結果支出した資金は、50,000千円となりました。 これは、１年内償還予定の社債50,000千円を

償還したことによるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期第１四半期におきましては、主にコンシューマゲームリレーション事業部門の受注が好調

に推移したことにより、売上高が予定より増加致しました。また、テスターの応募人数が大幅に増加したこ

とによる採用コストの低下等によって、販売費及び一般管理費が予定より減少致しました。

以上の結果、平成21年３月期第２四半期累計期間における業績予想は売上高1,470百万円、営業利益181百

万円、経常利益182百万円、四半期純利益96百万円と平成20年５月９日時点の予想を上回る見込みとなり、平

成20年７月28日に公表致しましたとおり業績予想の修正をしております。

通期の業績予想につきましては現時点では変更ございません。なお、必要があれば平成21年３月期第２四

半期決算発表時に合わせて発表させて頂きます。
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4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(2) 四半期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

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期

会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 514,302 616,855

受取手形及び売掛金 303,986 328,690

その他 29,993 40,158

貸倒引当金 △1,673 △475

流動資産合計  846,608 985,229

固定資産

有形固定資産 55,118 46,723

無形固定資産 71,643 70,205

投資その他の資産 324,559 308,702

固定資産合計 451,321 425,630

資産合計 1,297,930 1,410,859

負債の部

流動負債

未払費用 149,299 156,747

未払法人税等 41,131 109,640

賞与引当金 9,960 15,969

その他 66,406 154,953

流動負債合計 266,798 437,310

負債合計 266,798 437,310

純資産の部

株主資本

資本金 272,461 272,461

資本剰余金 232,461 232,461

利益剰余金 526,243 468,660

株主資本合計 1,031,166 973,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △34 △34

評価・換算差額等合計 △34 △34

純資産合計 1,031,132 973,549

負債純資産合計 1,297,930 1,410,859
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(2) 【四半期損益計算書】

　【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高 689,815

売上原価 414,798

売上総利益 275,016

販売費及び一般管理費  172,029

営業利益 102,987

営業外収益

為替差益 109

その他 197

営業外収益合計 306

営業外費用

社債利息 92

その他 82

営業外費用合計 174

経常利益 103,118

税引前四半期純利益 103,118

法人税、住民税及び事業税 38,435

法人税等調整額 7,100

法人税等合計 45,535

四半期純利益 57,583
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 103,118

減価償却費 5,852

長期前払費用償却額 166

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,198

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,008

社債利息 92

為替差損益（△は益） △61

売上債権の増減額（△は増加） 24,703

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,276

未払金の増減額（△は減少） △16,911

未払費用の増減額（△は減少） △7,355

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,030

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,270

小計 81,769

利息の支払額 △184

法人税等の支払額 △100,779

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,194

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 △10,612

無形固定資産の取得による支出 △6,497

敷金及び保証金の差入による支出 △16,909

敷金及び保証金の回収による収入 600

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出 △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,552

現金及び現金同等物の期首残高 616,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 514,202

決算短信 2008年08月04日 11時40分 04392xe03_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 8 －



㈱デジタルハーツ(3620) 平成21年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) その他

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

当第１四半期会計期間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

当第１四半期会計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

金額(千円)

コンシューマゲームリレーション事業部門 466,751

モバイルリレーション事業部門 109,923

アミューズメント機器リレーション事業部門 113,140

合計 689,815

(注) １．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

相手先

当第１四半期会計期間
(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

金額(千円) 割合(％)

株式会社バンダイナムコゲームス 100,364 14.5

２．当社は前年同四半期における四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期会計期間における主な相手

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記載しておりません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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