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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 673 △2.4 31 △69.3 32 △68.4 18 △68.6
21年3月期第1四半期 689 ― 102 ― 103 ― 57 ―

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

22年3月期第1四半期 313.23 302.88
21年3月期第1四半期 2,998.34 2,895.37

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

22年3月期第1四半期 1,592 1,310 82.3 22,699.97
21年3月期 1,868 1,321 70.7 22,894.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,310百万円 21年3月期  1,321百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 500.00 500.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有   

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

1,600 2.4 183 △34.3 185 △33.7 97 △35.3 1,681.84

通期 4,325 28.0 853 33.0 857 33.1 451 29.7 7,821.06
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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  有  

[(注) 詳細は、６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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 57,723株 21年3月期  57,699株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 57,715株 21年3月期第1四半期 19,205株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
１．上記の業績予想につきましては、平成21年４月30日に公表致しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成21年７月30日付の「業績予
想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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６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。 
(その他特記事項) 
当社は平成20年10月１日付で、株式１株を３株とする株式分割を実施しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月期
第１四半期における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及び１株当たり純資産はそれぞれ999円45銭、965円11銭、17,896
円94銭であります。 
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当第１四半期累計期間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世界的金融環境の

混乱、世界経済の減速懸念から、国内経済におきましても引き続き大きく冷え込んだ状況にあり、下げ止

まりの局面との見方もある一方、回復の見通しは依然不透明であります。 

特に、企業においては収益や金融環境の悪化から設備投資が大幅に低下し、また雇用・所得環境の悪化

等を背景に個人消費も弱まっております。 

当社事業の関連市場であるコンシューマゲームや携帯電話、アミューズメント機器をはじめとするソフ

トウェアの開発市場におきましては、メーカーや開発会社は、低下した消費者マインドにも十分な訴求力

を持つ製品として、これまで以上に完成度の高いソフトウェアをより低コストで開発することが求められ

るようになっております。このため、メーカーや開発会社は「作る」ことに経営資源を集中させ、デバッ

グ工程は専門業者である当社にアウトソーシングするという傾向にあります。また、メーカーや開発会社

内で固定費化していたデバッグ人員の人件費削減という観点からも、このアウトソーシングの流れは引き

続き拡大していくものと見込まれます。 

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、高いデバッグサービスの質を保ちつつ、今後さらに増大すると考えられるデバッグ需要に備えるとと

もに、より一層、案件の受注拡大に努めました。 

まず、業務体制におきましては、平成21年４月に「福岡Lab.（ラボ）」を開設し、増加する受注に対応

できる体制を整備致しました。 

また、デバッグ事業の海外展開を本格化させるため、平成21年６月には米国ロサンゼルスで開催された

世界最大のコンピュータゲーム関連の見本市「エレクトロニック・エンターテイメント・エキスポ（Ｅ

３）」に営業ブースを出展し、北米地域における当社デバッグサービスの受注拡大に注力致しました。 

さらに、平成21年６月にはモニタリングサービス「ニッチモ」をサービス化し、従来から顧客より要望

の多かったヘビーユーザー（ゲームやアプリケーション等を多用し、または深くやりこむコアなユーザー

層）による、より深い視点からのモニタリングサービスを開始致しました。 

一方、平成21年４月にはユーザー参加型の機能をより強化し利便性を向上させた不具合情報のポータル

サイト「fuguai.com(フグアイ・ドット・コム)」のセカンドステージ・ヴァージョンを新規オープンさ

せ、さらなるサイトユーザーの獲得を通じ、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より積極的に推進致しました。 

以上のとおり、当社では中長期の視点にたった成長のための施策を着実に実施しております。一方、当

第１四半期累計期間に関しましては、後述のとおりコンシューマゲーム市場における突発的な要因のため

多くの顧客企業が自社タイトルの発売時期を第３四半期以降へ変更する状況となったため、当社におきま

しても案件の受注が第３四半期及び第４四半期に移行する見込みとなりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は、前年同四半期とほぼ同水準となる673,328千円(前年同四

半期比2.4％減)となりました。 

他方、営業費用につきましては、以下のような事象が発生しております。 

売上原価に関しましては、福岡Lab.(ラボ)の開設等に伴いデバッグ機材の購入が原価率の上昇要因とな

っております。また、販売費及び一般管理費につきましては、本格的な海外進出を企図したロサンゼルス

営業所の開設準備コストが増加要因となっております。いずれも持続的な成長を実現していくための初期

投資コストであります。その他、業容拡大に伴う人件費等の増加も販売費及び一般管理費の増加要因とな

っております。 

【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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これらにより、営業利益は31,629千円(前年同四半期比69.3％減)、経常利益は32,585千円(前年同四半

期比68.4％減)、四半期純利益は18,078千円(前年同四半期比68.6％減)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、前述の市況に加え、多くの発売本数が見込まれる大型タイト

ルの発売が延期になったため、同タイトルと販売時期が重複することを忌避した多くの顧客企業が自社タ

イトルの発売を第３四半期以降に変更する状況となりました。このため、当第１四半期累計期間のゲーム

ソフト市場規模は前年同四半期比で66.9％（平成21年６月末時点、エンターブレイン調べ）と大きく減少

致しました。これに伴い当社においても見込んでいた案件の受注が第３四半期及び第４四半期に移行する

見通しとなりました。 

このような状況下、当社では引き続き「クライアント・マネージャー」制度により既存顧客との関係強

化を図り、またフィルタリングソフトウェア関連のデバッグサービスを初受注するなど、今後増大すると

考えられるデバッグ需要に備えるとともに、デバッグ工程のアウトソーシングをより一層促進することに

注力致しました。 

その結果、当第１四半期累計期間の売上高は383,946千円(前年同四半期比17.7％減)にとどまりまし

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も景気の低迷、特に個人消費の弱まりの影響は避け得ず、平成21年１月～３

月期の携帯電話国内出荷台数は830万台となり、前年同期比40.1%減と大きく落ち込みました（平成21年６

月、IDC Japan調べ）。しかしながら国内における携帯電話の契約数は約１億1,302万契約（平成21年６月

末時点、社団法人電気通信事業者協会調べ）と依然として大きな規模を保ちつつ非常にゆるやかながら拡

大を続けており、定額制の普及や３Ｇ携帯をはじめとする多様な機能が搭載された高機能携帯のさらなる

増加により、今後に向けたいわゆるリッチコンテンツ化への下地はいよいよ整いつつあります。 

このような状況下、当社は平成21年４月より、アップル社のiPhone™ /iPod® touch向けアプリケーショ

ンのデバッグ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及び新規顧客の獲得に注力致しました。 

以上により、前年同四半期と比べて取引社数は増加致しましたが、一方で顧客企業における大型案件の

スケジュールの遅れ等の影響があり、その結果、当第１四半期累計期間の売上高は84,558千円(前年同四

半期比23.1％減)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20年12月末においてホール数の減少傾向は依然として続

いているものの（平成21年４月、警察庁調べ）、パチンコ機の遊技参加人口は２年連続増加傾向にあり

（平成20年12月末時点、エンタテインメントビジネス研究所調べ）堅調に推移致しました。 

この状況を受け、メーカーや開発会社は遊戯人口の獲得を目的として、ニーズに合わせた多様で複雑な

機種開発に注力した結果、１機種当たりのデバッグに要する作業時間が増大致しました。 

このような状況下、当社は前事業年度に引き続き名古屋営業所、渋谷Lab.（ラボ）を中心に、増大した

デバッグ工程のアウトソーシングを促進するとともに、ファン獲得のための遊戯性に優れた機種の開発に

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１四半期累計期間の売上高は204,823千円(前年同四半期比81.0％増)となりました。 
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なお、当社の平成20年３月期の売上高の64.5％、平成21年３月期の売上高の63.2％はコンシューマゲー

ムリレーション事業部門が占めております。当該事業部門の売上及び利益は、年末商戦に向けた顧客企業

のソフトウェア開発時期などに起因して第３四半期会計期間に集中する傾向があります。 

  

(1)財政状態の分析 

(流動資産) 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は1,062,963千円となり、前事業年度末における流動

資産1,349,892千円に対し、286,928千円の減少(前期比21.3％減)となりました。 

これは、主として法人税等の支払により現金及び預金が299,471千円減少したことによるものでありま

す。 

(固定資産) 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は529,167千円となり、前事業年度末における固定資

産518,716千円に対し、10,451千円の増加(前期比2.0％増)となりました。 

これは、主として福岡Lab.(ラボ)の開設等に伴い有形固定資産が8,327千円増加したこと、また、繰延

税金資産が減少する一方で、本社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5,746千

円増加したことによるものであります。 

(流動負債) 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は281,821千円となり、前事業年度末における流動負

債547,591千円に対し、265,770千円の減少(前期比48.5％減)となりました。 

これは、主として法人税等の支払により未払法人税等が219,048千円減少し、また未払消費税等が

33,869千円減少したことによるものであります。 

(固定負債) 

当第１四半期会計期間末、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１四半期会計期間末における純資産の残高は1,310,310千円となり、前事業年度末における純資産

1,321,017千円に対し、10,707千円の減少(前期比0.8％減)となりました。 

これは、主として四半期純利益が18,078千円計上され利益剰余金が増加した一方で、１株あたり500円

の期末配当を実施したことにより利益剰余金が28,849千円減少し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613,338千円となり、前

事業年度末における資金912,810千円に対し、299,471千円の減少となりました。 

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因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) 

当第１四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、240,045千円(前年同四半期は19,194千

円の支出)となりました。 これは、主として税引前四半期純利益32,585千円の計上が増加要因であり、法

人税等の支払額214,223千円、未払消費税等の減少額33,869千円、売上債権の増加額19,077千円などが減

少の要因であります。 

2. 財政状態に関する定性的情報
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期累計期間において投資活動の結果支出した資金は、34,175千円(前年同四半期は33,419千

円の支出)となりました。 これは、主として福岡Lab.(ラボ)の開設等に伴う有形固定資産の取得による支

出18,513千円、本社増床に伴う敷金及び保証金の差入による支出10,852千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１四半期累計期間において財務活動の結果支出した資金は、25,035千円(前年同四半期は50,000千

円の支出)となりました。 これは、主として配当金の支払によるものであります。 

  

当社の業績は、当社売上の約６割を占めるコンシューマゲームリレーション事業部門の関連市場である

コンシューマゲーム業界の動向に左右されやすい状況にあります。 

このような環境下、当年度におけるコンシューマゲーム業界では大型タイトルの発売が延期になったこ

とに伴い、多くのメーカーが自社タイトルの発売を第３四半期以降に変更する状況となりました。 

当社におきましては、案件の受注が第３四半期及び第４四半期にリスケジュールされる見通しから、第

２四半期累計期間の業績予想は売上高1,600百万円、営業利益183百万円、経常利益185百万円、四半期純

利益97百万円とそれぞれ平成21年４月30日時点の予想から減少する見込みとなり、平成21年７月30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。 

なお、第２四半期累計期間に見込んでいた案件の受注は第３四半期及び第４四半期に移行すると予想し

ているため、通期の業績予想につきましては平成21年４月30日公表の予想値を据え置いております。今後

業績に重要な変動が見込まれる場合には、別途公表致します。 

配当額につきましても、平成21年４月30日公表の１株当たり配当予想500円を据え置いております。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  
  

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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 613,338 912,810

受取手形及び売掛金 401,543 382,465

その他 49,245 55,611

貸倒引当金 △1,163 △994

流動資産合計 1,062,963 1,349,892

固定資産   

有形固定資産 83,398 75,071

無形固定資産 64,649 68,272

投資その他の資産 381,118 375,372

固定資産合計 529,167 518,716

資産合計 1,592,131 1,868,608

負債の部   

流動負債   

未払費用 188,130 187,251

未払法人税等 9,662 228,710

賞与引当金 13,728 22,586

その他 70,299 109,042

流動負債合計 281,821 547,591

負債合計 281,821 547,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 272,605 272,573

資本剰余金 232,605 232,573

利益剰余金 805,711 816,483

株主資本合計 1,310,922 1,321,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △612 △612

評価・換算差額等合計 △612 △612

純資産合計 1,310,310 1,321,017

負債純資産合計 1,592,131 1,868,608
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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)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 689,815 673,328

売上原価 414,798 440,028

売上総利益 275,016 233,299

販売費及び一般管理費 172,029 201,669

営業利益 102,987 31,629

営業外収益   

受取利息 － 659

為替差益 109 －

その他 197 511

営業外収益合計 306 1,171

営業外費用   

社債利息 92 －

為替差損 － 215

その他 82 －

営業外費用合計 174 215

経常利益 103,118 32,585

税引前四半期純利益 103,118 32,585

法人税、住民税及び事業税 38,435 738

法人税等調整額 7,100 13,768

法人税等合計 45,535 14,507

四半期純利益 57,583 18,078
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 32,585

減価償却費 5,852 8,795

長期前払費用償却額 166 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,198 168

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,008 △8,858

受取利息及び受取配当金 － △659

社債利息 92 －

為替差損益（△は益） △61 215

売上債権の増減額（△は増加） 24,703 △19,077

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,276 △2,537

未払金の増減額（△は減少） △16,911 △1,275

未払費用の増減額（△は減少） △7,355 879

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,030 △33,869

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,270 △3,088

小計 81,769 △26,722

利息及び配当金の受取額 － 900

利息の支払額 △184 －

法人税等の支払額 △100,779 △214,223

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,194 △240,045

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 △18,513

無形固定資産の取得による支出 △6,497 △4,809

敷金及び保証金の差入による支出 △16,909 △10,852

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 △34,175

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 － 64

配当金の支払額 － △25,099

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,000 △25,035

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 △215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,552 △299,471

現金及び現金同等物の期首残高 616,754 912,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 514,202 613,338
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当第１四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

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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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１四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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当第１四半期累計期間の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については、

当該割合が100分の10以上の相手先がないため記載を省略しております。 

４．当社の平成20年３月期の売上高の64.5％、平成21年３月期の売上高の63.2％はコンシューマゲームリレーシ

ョン事業部門が占めております。当該事業部門の売上及び利益は、年末商戦に向けた顧客企業のソフトウェ

ア開発時期などに起因して第３四半期会計期間に集中する傾向があります。 

  
  
  

  

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１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

コンシューマゲームリレーション事業部門 383,946 82.3

モバイルリレーション事業部門 84,558 76.9

アミューズメント機器リレーション事業部門 204,823 181.0

合計 673,328 97.6

相手先

前第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)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30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 100,364 14.5 ― ―
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