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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 515 △23.2 △173 ― △171 ― △104 ―
20年9月期第3四半期 672 △44.1 30 △92.8 32 △92.5 20 △92.2

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9月期第3四半期 △1,023.20 ―
20年9月期第3四半期 196.25 194.79

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9月期第3四半期 1,486 1,400 94.2 13,728.96
20年9月期 1,748 1,565 89.6 15,352.16

（参考） 自己資本  21年9月期第3四半期  1,400百万円 20年9月期  1,565百万円

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9月期 ― ― ― 600.00 600.00
21年9月期 ― ― ―
21年9月期 
（予想）

600.00 600.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 1,850 67.6 400 117.0 400 113.5 237 134.7 2,325.80
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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  無  

(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 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9月期第3四半期 102,000株 20年9月期 102,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期 ―株 20年9月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 102,000株 20年9月期第3四半期 102,000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、多分に不確実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、上記予想数字と異なる場合があります。なお、上記予想に関する説明等につきましては、3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご参照
ください。 
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 当社はコンテンツメーカーとして、オリジナリティあふれるゲームコンテンツ及びサービスの創出を行い、その魅

力を様々な分野・プラットフォームを通じて世界中のお客様にお伝えすることに努めております。 

 当第３四半期累計期間の製品部門におきましては、人気シリーズとなりましたプレイステーションポータブル（以

下「ＰＳＰ」という。）向け「英雄伝説 空の軌跡」シリーズの３部作をセットにした「英雄伝説 空の軌跡セット」

を発売しました。また、パソコンゲーム市場においてヒットした「Ｚｗeｉ!!」及び「ブランディッシュ～ダークレ

ヴナント～」をＰＳＰ向けにリニューアルし発売しました。それらの結果、製品部門の当第３四半期累計期間の売上

高は438百万円となりました。 

 ライセンス部門におきましては、大型のライセンス契約の締結がありました前年同期と比較しまして売上高は減少

しましたものの、オンラインゲームのロイヤリティ収入、ゲームダウンロード販売、iTunes store等の音楽ダウンロ

ード販売等による収入がありました。その結果、ライセンス部門の当第３四半期累計期間の売上高は76百万円となり

ました。  

 それらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は515百万円（前年同期比23.2％減）、営業損失は173百万

円、経常損失は171百万円、四半期純損失は104百万円となりました。    

  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末は、流動資産1,313百万円（前事業年度末比17.1％減）、固定資産172百万円（前事業年度

末比6.1％増）、流動負債86百万円（前事業年度末比52.7％減）、純資産1,400百万円（前会計年度末比10.6％減）と

なりました。  

（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、前事業年度末と比較して266百

万円減少し、1,145百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、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） 

 営業活動の結果減少した資金は△179百万円となりました。これは主として、売上債権の減少94百万円による資金

増がありましたことに対し、税引前当期純損失が173百万円となりましたこと、法人税等の支払額が42百万円となり

ましたためであります。 

（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27百万円となりました。これは敷金保証金の差入れによる支出29百万円、固定資産

の取得による支出22百万円がありましたことに対し、敷金保証金の回収による収入が25百万円ありましたためであり

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60百万円となりました。これは配当金の支払いよる支出が60百万円ありましたため

であります。 

  

  

 平成21年９月期の製品部門におきましては、ＰＳＰ向けソフト「イース1＆2クロニクルズ」を平成21年７月に発売

しました。また、ＰＳＰ向けソフト「イース７」を平成21年９月に発売する予定です。  

 また、ライセンス部門におきましては、「イースオンライン」の海外及び日本におけるロイヤリティ収入を見込ん

でおります。   

 以上のことから、平成21年９月期の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表しました業績予想に変更は

ありません。 

  

   

 該当事項はありません。     

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

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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①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。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、第 

１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日）が適用 

されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの 

方法）により算定しております。 

これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ5,499千円減少しておりま 

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３四半期会計期間末 
(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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,145,072 1,411,923

売掛金 32,411 129,483

製品 3,343 7,149

原材料 6,764 4,288

その他 126,335 33,135

貸倒引当金 △108 △820

流動資産合計 1,313,818 1,585,160

固定資産   

有形固定資産 23,679 4,740

無形固定資産 89,406 99,490

投資その他の資産 59,645 58,624

固定資産合計 172,731 162,855

資産合計 1,486,549 1,748,016

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,988 27,125

未払法人税等 132 40,172

賞与引当金 4,950 15,300

本社移転費用引当金 － 12,555

その他 69,124 86,942

流動負債合計 86,195 182,096

負債合計 86,195 182,096

純資産の部   

株主資本   

資本金 162,530 162,530

資本剰余金 317,763 317,763

利益剰余金 920,061 1,085,627

株主資本合計 1,400,354 1,565,920

純資産合計 1,400,354 1,565,920

負債純資産合計 1,486,549 1,748,016
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 515,878

売上原価 176,667

売上総利益 339,210

販売費及び一般管理費 512,350

営業損失（△） △173,139

営業外収益  

受取利息 929

未払配当金除斥益 1,003

営業外収益合計 1,933

経常損失（△） △171,206

特別利益  

貸倒引当金戻入額 711

特別利益合計 711

特別損失  

本社移転費用 3,287

特別損失合計 3,287

税引前四半期純損失（△） △173,782

法人税、住民税及び事業税 424

法人税等調整額 △69,839

法人税等合計 △69,415

四半期純損失（△） △104,366
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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10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  

税引前四半期純損失（△） △173,782

減価償却費 13,383

貸倒引当金の増減額（△は減少） △711

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,350

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） △12,555

本社移転費用 152

受取利息及び受取配当金 △929

売上債権の増減額（△は増加） 94,198

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,330

その他の資産の増減額（△は増加） △10,416

仕入債務の増減額（△は減少） △15,137

未払金の増減額（△は減少） △8,105

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,090

その他の負債の増減額（△は減少） 2,435

小計 △137,578

利息及び配当金の受取額 929

法人税等の支払額 △42,782

営業活動によるキャッシュ・フロー △179,431

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 △22,390

敷金及び保証金の差入による支出 △29,981

敷金及び保証金の回収による収入 25,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,254

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △60,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △266,850

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,923

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,145,072
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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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  672

Ⅱ 売上原価  197

売上総利益  474

Ⅲ 販売費及び一般管理費  443

営業利益  30

Ⅳ 営業外収益  1

Ⅴ 営業外費用  0

経常利益  32

税引前四半期純利益  32

税金費用  12

四半期純利益  20

日本ファルコム㈱（3723）平成21年９月期第３四半期決算短信（非連結）

9



前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前第３四半期純利益  32

減価償却費  9

ロイヤリティ収入原価  42

貸倒引当金の増加額  4

賞与引当金の減少額  △12

受取利息及び受取配当金  △1

株式交付費   0

売上債権の減少額  161

たな卸資産の増加額  △3

その他資産の増加額  △0

仕入債務の減少額  △31

未払金の減少額   △20

未払消費税等の減少額   △18

その他負債の増加額   1

小計  164

利息及び配当金の受取額  1

法人税等の支払額   △196

営業活動によるキャッシュ・フロー  △31

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  △3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3

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  0

配当金の支払額  △59

財務活動によるキャッシュ・フロー  △59

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △93

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,422

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,329
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