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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,535 ― 494 ― 495 ― 267 ―
20年3月期第3四半期 1,708 ― 259 ― 254 ― 134 ―

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3四半期 4,643.50 4,484.19
20年3月期第3四半期 8,077.58 ―

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3四半期 1,707 1,241 72.7 21,536.37
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3四半期  1,241百万円 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  有   

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） ――― ――― ――― 500.00 500.00

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 5,350.12

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3四半期  57,627株 20年3月期  19,205株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  57,619株 20年3月期第3四半期  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．平成21年１月30日付で、「平成21年３月期（第８期）配当予想の修正（初配）に関するお知らせ」を公表しております。 
２．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。 
３．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。 
４．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。  

－ 1 －



当第３四半期累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）におけるわが国経済は、サブプラ

イムローン問題に端を発した米国大手証券会社の破綻等による米国経済の減速、世界同時株安・急激な円

高・雇用情勢の悪化等に伴い、景気は急速に減退致しました。 

また、銀行のATMや交通機関のシステムトラブル等によりソフトウェアの不具合は今まで以上にメディ

アで注目されるようになった結果、ソフトウェアの品質は多くの消費者生活に影響を与えるだけでなく、

今やメーカーの信頼性にも影響を与えかねない重要な要因となって参りました。 

これに伴い、メーカーや開発会社にはこれまで以上に完成度の高いソフトウェア開発が求められるよう

になり、当社の事業領域であるコンシューマゲームや携帯電話をはじめとするソフトウェアの開発市場に

おきましても、メーカーや開発会社内で行っていたデバッグ工程を専門業者である当社にアウトソーシン

グする流れが拡大しており、当社にとりましては、まさに追い風の時代になって参りました。 

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、当社の全ての事業領域における需要増の機会を捉え、高品質なデバッグサービスの品質を保ちつつ、

増大する案件の受注に機動的に対応して参りました。 

平成20年５月には「札幌営業所」を新設し、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」の増床を行っております。 

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、平成20年９月には北米企業からのデバッグサービスの案件受注を開始致しました。 

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。 

管理面におきましては、平成20年10月に「管理本部」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、平成20年10月には株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、当社の株式を

１：３の割合で株式分割致しました。 

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

プンし、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３四半期累計期間の売上高は2,535,980千円、経常利益は495,847千円、四半期純利益

は267,553千円となりました。 

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 

国内のコンシューマゲーム市場におきましては、「プレイステーション・ポータブル」の新型機種や

「ニンテンドーＤＳi」などの新ハードが登場し市場全体を盛り上げているほか、ゲームソフトにおきま

しても「モンスターハンターポータブル 2nd Ｇ」や「ポケットモンスタープラチナ」など大型タイトル

が市場に投入され、また、幅広いラインナップが市場を牽引し、平成20年度における家庭用ゲーム市場は

5,826億円(エンターブレイン調べ)となっております。 

 このような状況下、当社は未だその大半がメーカーや開発会社内で行われているデバッグ作業のアウト

ソーシングを促進するため、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

【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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ベンダー（AXTP）を活用し、価格改定により活況を見せた「Xbox 360®」用ゲームソフト向け作成基準チ

ェックサービスの提供を開始したほか、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

ビスの提供を開始するなど、様々な新規サービスを顧客に提供して参りました。 

また、「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、機動的な事業所展開を行い、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。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は1,640,586千円となりました。 

  

(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）となり、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、携帯電話の高機能化に伴い、製品の不具合によるソフトウェアのヴァージョンアップ情報は毎日

のようにメーカーから公表されるようになり、製品の不具合に対する意識はメーカーだけでなく、いまや

消費者の間にも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、品質の高いサービスを顧客に提案

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、平成20年７月

よりモバイル短時間デバッグサービス、平成20年12月より検証用携帯端末機レンタルサービスを開始する

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致しました。

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は400,422千円となりました。 

  

(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、パチスロの稼働率低調や景気悪化によるファン人口の更なる

減少により依然として厳しい状況は続いているものの、MAXタイプの人気や低玉貸し営業の隆盛などが市

場低迷をフォローする結果となり、アミューズメント業界全体で現状打開に向けた打開策を試行錯誤して

いる状況が続いております。 

その打開策のひとつとして、メーカーや開発会社におきましてはファンを楽しませるための複雑な演出

をする台の開発が挙げられますが、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、デバッグに要する作業時間が増大する傾向にあります。 

このような状況下、当社では名古屋営業所、渋谷Lab．(ラボ)を中心に、増大したデバッグ作業のアウ

トソーシングを促進する営業活動を行うとともに、ファン獲得のための遊戯性に優れた台の開発に貢献で

きるようデバッグサービスを提供して参りました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は494,971千円となりました。 

  

  

(1)財政状態の分析 

(流動資産)  

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は1,197,394千円となり、前事業年度末における流動

資産985,229千円に対し、212,165千円の増加(前期比21.5％増)となりました。 

 これは、主として現金及び預金が56,844千円増加したこと、事業規模の拡大に伴い売上債権が157,477

2. 財政状態に関する定性的情報
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千円増加したことによるものであります。 

  

(固定資産)  

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は509,773千円となり、前事業年度末における固定資

産425,630千円に対し、84,142千円の増加(前期比19.8％増)となりました。 

これは、主として投資有価証券の取得、名古屋営業所の移転増床に伴う敷金及び保証金の差入等によ

り、投資その他の資産が62,257千円増加したこと、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24,584千円増加したことによるものであります。 

  

(流動負債)  

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は466,092千円となり、前事業年度末における流動負

債437,310千円に対し、28,781千円の増加(前期比6.6％増)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54,211千円、未払法人税等が39,676千円

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金が20,605千円減

少したことによるものであります。 

  

(固定負債) 

当第３四半期会計期間末、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３四半期会計期間末における純資産の残高は1,241,076千円となり、前事業年度末における純資産

973,549千円に対し、267,527千円の増加(前期比27.5％増)となりました。 

これは、主として四半期純利益が267,553千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３四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673,599千円となり、前

事業年度末における資金616,754千円に対し、56,844千円の増加(前期比9.2％増)となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、215,843千円となりました。 これは、

主として税引前四半期純利益489,572千円の計上、未払費用の増加額54,303千円などが増加要因であり、

法人税等の支払額184,027千円、売上債権の増加額157,477千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) 

当第３四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、108,552千円となりました。 これは、

主として投資有価証券の取得による支出50,000千円、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34,578千円、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24,364千円によるものであります。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、49,967千円となりました。 これは、

主として社債50,000千円を償還したことによるものであります。 

  

  

国内経済の減速状況について長期化が予想される中、デバッグのアウトソーソングの流れは、今後ます

ます強くなるものと予想されます。このような状況下、デバッグのアウトソーシングの更なる促進や受注

活動に努め、予定通りに業績を推移させて参ります。 

以上により、当事業年度の業績予想数値につきましては、平成20年10月28日公表の数値から変更はあり

ません。  

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 673,700 616,855

受取手形及び売掛金 486,168 328,690

その他 38,887 40,158

貸倒引当金 △1,361 △475

流動資産合計 1,197,394 985,229

固定資産   

有形固定資産 71,308 46,723

無形固定資産 67,506 70,205

投資その他の資産 370,959 308,702

固定資産合計 509,773 425,630

資産合計 1,707,168 1,410,859

負債の部   

流動負債   

未払費用 210,958 156,747

未払法人税等 149,317 109,640

賞与引当金 11,063 15,969

その他 94,752 154,953

流動負債合計 466,092 437,310

負債合計 466,092 437,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 272,477 272,461

資本剰余金 232,477 232,461

利益剰余金 736,214 468,660

株主資本合計 1,241,169 973,583

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 1,241,076 973,549

負債純資産合計 1,707,168 1,410,859
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,535,980

売上原価 1,476,688

売上総利益 1,059,291

販売費及び一般管理費 564,445

営業利益 494,846

営業外収益  

受取利息 1,144

未払金取崩益 991

その他 831

営業外収益合計 2,967

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 608

その他 82

営業外費用合計 1,965

経常利益 495,847

特別損失  

固定資産除却損 1,226

事務所移転費用 5,048

特別損失合計 6,275

税引前四半期純利益 489,572

法人税、住民税及び事業税 223,471

法人税等調整額 △1,452

法人税等合計 222,018

四半期純利益 267,553
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 489,572

減価償却費 20,324

長期前払費用償却額 357

貸倒引当金の増減額（△は減少） 885

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,905

受取利息及び受取配当金 △1,144

社債利息 92

為替差損益（△は益） 478

投資事業組合運用損益（△は益） 1,182

固定資産除却損 1,226

売上債権の増減額（△は増加） △157,477

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,970

未払金の増減額（△は減少） △20,605

未払費用の増減額（△は減少） 54,303

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,826

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,847

小計 398,935

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 △184,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 215,843

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 △34,578

無形固定資産の取得による支出 △9,821

投資有価証券の取得による支出 △50,000

敷金及び保証金の差入による支出 △24,364

敷金及び保証金の回収による収入 10,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,552

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 32

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,967

現金及び現金同等物に係る換算差額 △478

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,844

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 673,599
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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
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「参考」

前四半期損益計算書

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,708,564 100.0

Ⅱ 売上原価 1,069,188 62.6

   売上総利益 639,376 37.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 380,171 22.2

   営業利益 259,204 15.2

Ⅳ 営業外収益 1,045 0.1

Ⅴ 営業外費用 5,964 0.4

   経常利益 254,286 14.9

Ⅵ 特別利益 ― ―

Ⅶ 特別損失 ― ―

   税引前四半期純利益 254,286 14.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

120,659

   法人税等調整額 △1,107 119,552 7.0

   四半期純利益 134,734 7.9
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前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前四半期純利益 254,286

 ２ 減価償却費 13,123

 ３ 長期前払費用償却 632

 ４ 貸倒引当金の増加額 602

 ５ 賞与引当金の増加額 1,834

 ６ 受取利息及び受取配当金 △241

 ７ 社債利息 277

 ８ 売上債権の増加額 △110,589

 ９ その他流動資産の減少額 3,227

 10 未払金の減少額 △5,185

 11 未払費用の増加額 44,952

 12 その他流動負債の増加額 21,755

 13 未払消費税等の増加額 6,174

 14 その他 1

          小計 230,850

 15 利息及び配当金の受取額 240

 16 利息の支払額 △370

 17 法人税等の支払額 △139,285

   営業活動によるキャッシュ・フロー 91,434

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 △25,194

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △18,243

 ３ 敷金保証金の差入による支出 △4,169

 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 △47,197

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 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 44,235

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四半期末残高 309,103
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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３四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３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円)

コンシューマゲームリレーション事業部門 1,640,586

モバイルリレーション事業部門 400,422

アミューズメント機器リレーション事業部門 494,971

合計 2,535,980

相手先

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円) 割合(％)

株式会社カプコン 263,972 10.4
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