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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期 1,562 ― 278 ― 279 ― 150 ―
20年3月期第2四半期 975 ― 99 ― 100 ― 49 ―

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2四半期 7,813.14 7,545.59
20年3月期第2四半期 2,990.26 ―

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2四半期 1,541 1,123 72.9 58,497.72
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2四半期  1,123百万円 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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,285 38.5 575 71.3 578 81.0 308 81.8 5,350.40

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2四半期  19,207株 20年3月期  19,205株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―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2四半期  19,206株 20年3月期第2四半期  16,680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５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．当社は、平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、平成20年10月１日付で、その所有する株式１株を３株に分割致し
ました。その結果、発行済株式総数は分割前の19,207株から、分割後は57,621株となりました。 
 これにより、平成21年３月期通期業績予想の１株当たり当期純利益につきましては、期中平均発行済株式数57,619株により算出しております。 
３．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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当第２四半期累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国のサ

ブプライムローン問題に端を発した米国金融市場の混乱や米国経済の景気減速の兆候、株価の大幅な下落

及び円高の進行等から、企業収益も先行きの不透明感が強まりました。個人消費につきましても、原油・

原材料の急激な価格高騰等による物価上昇により、消費マインドは低調に推移しており、景気の減速傾向

は一段と強まりました。 

また、銀行のATMや交通機関のシステムトラブル等によるサービスの停止が多発し、ソフトウェアの不

具合が消費者の日常生活に影響を及ぼす出来事が注目されるようになりました。 

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、各顧客のソフトウェ

アの品質を守り続けて参りました。 

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。 

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月には「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ゲーム関連資料等の翻訳サービスの提

供を促進して参りました。 

業務体制におきましては、平成20年４月から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、既存顧客との関係強化を図るとともに、営業部は新規顧客開拓に注力することで顧客数の拡

大に取り組んで参りました。 

平成20年５月には「札幌営業所」の開設、平成20年９月には「名古屋営業所」の移転増床、同じく平成

20年９月には「大阪営業所」の増床を行い、ますます増大する受注に対応するべく、業務体制の整備に努

めて参りました。 

平成20年７月には不具合情報のポータルサイト「fuguai.com（フグアイ・ドット・コム）」を新規オー

プンすることにより、製品の不具合が社会に与える危険性に企業として真正面から向き合い、デバッグや

テストによる品質管理の重要性を啓発する活動を行って参りました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,562,807千円、経常利益は279,617千円、四半期純利益

は150,059千円となりました。 

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、「Xbox 360®」の新モデル発表、「プレイステーション・ポ

ータブル」の新色登場など、既存ハードに新しい展開が見られました。関連ソフトウェア市場におきまし

ては、「モンスターハンターポータブル 2ndＧ」が販売数200万本を達成し「プレイステーション・ポー

タブル」のシェアが拡大したことに加え、「マリオカートWii」「ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁」

「テイルズオブヴェスペリア」「メタルギア４」など各ハードごとのキラー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高水準を維持し、引き続き活況を呈しております。 

 このような状況下、「Xbox 360®」「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の堅調な増加に対応するため、平成20年５月に

は「札幌営業所」の開設、平成20年９月には「名古屋営業所」の移転増床、同じく平成20年９月に「大阪

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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営業所」の増床を行い、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、価格改定により活況を見せている「Xbox 360®」用ゲームソフト向け作成基準チェックサービス

を開始したほか、平成20年４月からはPCオンラインゲームの負荷チェック補助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２四半期累計期間の売上高は1,005,031千円となりました。 

  

②モバイルリレーション事業部門 

モバイルコンテンツ関連市場におきましては、平成19年７月から平成20年６月までの市場規模が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１兆円を超えるなど、引き続き活況を呈

しております。 

一方、携帯電話の不具合によるトラブルも多く発生しており、利用者の安全性に対する意識がますます

高まって参りました。 

このような状況下、当社は不具合に真正面から取り組む企業として製品の品質向上を積極的に顧客に提

案し営業活動を進める一方、平成20年６月よりBREW®の事前検証を正式サービスとして開始したほか、平

成20年７月よりモバイル短時間デバッグサービスを開始し、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致しました。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は248,958千円となりました。 

  

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、平成19年７月から平成20年６月までの遊技機関連機器の市場

規模が前期比4.0％減の1兆5,022億4,300万円（矢野研究所調べ）となっております。 

その一方、新発売される遊技機におきましては演出等の複雑化に伴い、１つの台に搭載するソフトウェ

アの容量が大容量化・複雑化したため、当社の事業領域であるデバッグに要する作業時間は増大傾向にあ

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

アウトソース比率拡大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２四半期累計期間の売上高は308,816千円となりました。 

  

  

(1)財政状態の分析 

(流動資産)  

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は1,071,239千円となり、前事業年度末における流動

資産985,229千円に対し、86,010千円の増加(前期比8.7％増)となりました。 

これは、主として現金及び預金が41,579千円減少した一方で、売上債権が125,559千円増加したことに

よるものであります。 

  

(固定資産)  

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は469,871千円となり、前事業年度末における固定資

産425,630千円に対し、44,240千円の増加(前期比10.4％増)となりました。 

2. 財政状態に関する定性的情報
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これは、主として名古屋営業所の移転増床に伴う敷金及び保証金の差入れ等により、投資その他の資産

が19,782千円増加したこと、また、札幌営業所の開設及び名古屋営業所の移転増床等に伴い新規設備等の

有形固定資産が23,093千円増加したことによるものであります。 

  

(流動負債)  

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は417,544千円となり、前事業年度末における流動負

債437,310千円に対し、19,765千円の減少(前期比4.5％減)となりました。 

これは、主として事業規模の拡大に伴い人件費等の未払費用が25,798千円、未払法人税等が22,984千円

増加した一方で、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及び未払消費税等が15,453

千円減少したことによるものであります。 

  

(固定負債) 

当第２四半期会計期間末、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２四半期会計期間末における純資産の残高は1,123,565千円となり、前事業年度末における純資産

973,549千円に対し、150,016千円の増加(前期比15.4％増)となりました。 

これは、主として四半期純利益が150,059千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２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は575,175千円となり、前

事業年度末における資金616,754千円に対し、41,579千円の減少(前期比6.7％減)となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、64,409千円となりました。 これは、

主として税引前四半期純利益273,476千円の計上、未払費用の増加額25,890千円が増加要因であり、売上

債権の増加額125,559千円、法人税等の支払額101,003千円及び未払消費税等の減少額15,453千円が減少要

因であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、55,981千円となりました。 これは、

主として札幌営業所の開設、名古屋営業所の移転増床等に伴う有形固定資産の取得による支出25,332千

円、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24,344千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) 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、49,984千円となりました。 これは、

主として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。 
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当第２四半期累計期間におきましては、主にコンシューマゲームリレーション事業部門をはじめとし

て、全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及び管理社員の採用時期が第３四半期以降に一部移

行したこと等により販売費及び一般管理費が予定より減少致しました。 

これに伴い、通期の業績予想につきましては売上高が予定より増加する見込みであります。また、第３

四半期以降におきましては、引き続き内部管理体制の充実及び業務拡大に臨機に対応するための人員増強

並びに情報インフラの整備・強化を行う予定であります。 

以上の結果、平成21年３月期通期業績予想は売上高3,285百万円、営業利益575百万円、経常利益578百

万円、当期純利益308百万円と平成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10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。 

  

  

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。 

  

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。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末
(平成20年９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 575,275 616,855

受取手形及び売掛金 454,250 328,690

その他 42,687 40,158

貸倒引当金 △975 △475

流動資産合計 1,071,239 985,229

固定資産

有形固定資産 69,816 46,723

無形固定資産 71,569 70,205

投資その他の資産 328,484 308,702

固定資産合計 469,871 425,630

資産合計 1,541,110 1,410,859

負債の部

流動負債

未払費用 182,545 156,747

未払法人税等 132,624 109,640

賞与引当金 19,919 15,969

その他 82,454 154,953

流動負債合計 417,544 437,310

負債合計 417,544 437,310

純資産の部

株主資本

資本金 272,469 272,461

資本剰余金 232,469 232,461

利益剰余金 618,720 468,660

株主資本合計 1,123,658 973,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △92 △34

評価・換算差額等合計 △92 △34

純資産合計 1,123,565 973,549

負債純資産合計 1,541,110 1,410,859
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(2) 【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 1,562,807

売上原価 928,075

売上総利益 634,732

販売費及び一般管理費 355,780

営業利益 278,951

営業外収益

受取利息 1,119

未払金取崩益 643

その他 311

営業外収益合計 2,074

営業外費用

社債利息 92

投資事業組合運用損 1,182

為替差損 50

その他 82

営業外費用合計 1,408

経常利益 279,617

特別損失

固定資産除却損 1,092

事務所移転費用 5,048

特別損失合計 6,141

税引前四半期純利益 273,476

法人税、住民税及び事業税 127,148

法人税等調整額 △3,730

法人税等合計 123,417

四半期純利益 150,059
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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２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９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 273,476

減価償却費 12,404

長期前払費用償却額 309

貸倒引当金の増減額（△は減少） 499

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,950

受取利息及び受取配当金 △1,119

社債利息 92

為替差損益（△は益） 23

投資事業組合運用損益（△は益） 1,182

固定資産除却損 1,092

売上債権の増減額（△は増加） △125,559

その他の流動資産の増減額（△は増加） △56

未払金の増減額（△は減少） △8,586

未払費用の増減額（△は減少） 25,890

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,453

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,668

小計 164,477

利息及び配当金の受取額 1,119

利息の支払額 △184

法人税等の支払額 △101,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,409

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 △25,332

無形固定資産の取得による支出 △9,498

敷金及び保証金の差入による支出 △24,344

敷金及び保証金の回収による収入 3,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,981

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

株式の発行による収入 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,984

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,579

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 575,175
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

前中間損益計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 975,024 100.0

Ⅱ 売上原価 637,000 65.3

   売上総利益 338,023 34.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 238,359 24.5

   営業利益 99,663 10.2

Ⅳ 営業外収益 858 0.1

Ⅴ 営業外費用 345 0.0

   経常利益 100,176 10.3

Ⅵ 特別利益 ― ―

Ⅶ 特別損失 ― ―

   税引前中間純利益 100,176 10.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

55,136

   法人税等調整額 △4,837 50,299 5.2

   中間純利益 49,877 5.1
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前中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 100,176

 ２ 減価償却費 7,710

 ３ 長期前払費用償却 421

 ４ 貸倒引当金の増加額 514

 ５ 賞与引当金の増加額 5,475

 ６ 受取利息及び受取配当金 △240

 ７ 社債利息 185

 ８ 売上債権の増加額 △96,024

 ９ その他流動資産の減少額 4,890

 10 未払金の減少額 △3,190

 11 未払費用の増加額 38,393

 12 その他流動負債の増加額 4,568

 13 未払消費税等の減少額 △7,546

          小計 55,333

 14 利息及び配当金の受取額 240

 15 利息の支払額 △185

 16 法人税等の支払額 △82,844

   営業活動によるキャッシュ・フロー △27,455

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △8,925

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △12,052

 ３ 敷金保証金の差入による支出 △4,119

 ４ 敷金保証金の返還による収入 410

   投資活動によるキャッシュ・フロー △24,687

Ⅲ 財務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 ―

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減少額 △52,142

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 264,867

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 212,724
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生産、受注及び販売の状況 

事業の特性上、該当事項はありません。 

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。 

当第２四半期累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。 

 
(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 

 
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、前年同四半期累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。 

6. その他の情報

(1) 生産実績

(2) 受注実績

(3) 販売実績

事業部門

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９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 1,005,031

モバイルリレーション事業部門 248,958

アミューズメント機器リレーション事業部門 308,816

合計 1,562,807

相手先

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

金額(千円) 割合(％)

株式会社バンダイナムコゲームス 158,802 10.2
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