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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 663 42.5 33 ― 29 ― 11 ―

21年3月期第1四半期 465 ― △40 ― △17 ― △27 ―

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 398.26 398.11
21年3月期第1四半期 △950.22 ―

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 2,141 1,969 91.9 68,997.42
21年3月期 2,199 1,951 88.8 68,399.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,969百万円 21年3月期  1,951百万円

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 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
第２四半期累計期間の業績につきましては、予想が困難なため、開示を控えさせていただいております。 
理由につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,230 16.3 33 ― 30 ― 21 ― 735.86
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表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、実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業
績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期第1四半期 28,538株 21年3月期  28,538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（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 28,538株 21年3月期第1四半期 28,511株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展による生産の持ち直しや株価の回復など、一

部に明るい兆しが見え始めましたが、本格的な景気回復には至っておらず、依然として厳しい状況が続いておりま

す。 

当社グループ（当社及び連結子会社）の事業の中心である携帯電話市場は、国内携帯電話端末の出荷台数の減少

傾向が継続しており、厳しい事業環境が続いております。一方、パソコンや携帯電話のインターネット上で流通する

ネットコンテンツは順調な成長を続けており、その市場は拡大を続けております。 

このような環境の中、当社グループは中期的な戦略として、携帯電話端末の出荷台数に左右されない事業基盤の

確立を目指して、携帯電話以外のデジタル家電機器への事業展開を推進するとともに、当社グループの有する技術の

新たな収益モデルとして、継続的なサービス提供への取り組みを強化しており、技術とデザイン、サービスを総合的

に提供できる企業グループを目指しております。 

ミドルウエア事業においては、主力製品である「MascotCapsule」を国内外の携帯電話端末及び携帯電話向けチッ

プへの提供を継続する一方、携帯電話以外のデジタル家電機器等への「MascotCapsule UI Framework」を利用した

受託開発等を行いました。また、携帯電話端末等でユーザーインターフェースにおける演出効果の構築を容易にする

「3DView package」の採用が順調に進みました。新製品としましては、直感的にわかりやすい、快適な操作性を持つ

UI（ユーザーインターフェース）を実現する「MasotCapsule Tangiblet」を開発し、発売いたしました。 

アプリケーション事業においては、中期的な戦略としての取り組みである「継続性のあるサービスによる収益獲

得を実現するビジネスモデルの確立」に向けての活動を継続しております。また、これまでのノウハウを活かし、通

信キャリアによる大型サービスを共同で企画し、システム及びアプリケーション開発の受託及び共同運営を開始いた

しました。さらに、当社の強みである３Ｄグラフィックスの技術を利用した「アバターASP事業」を株式会社Ａｎｙ

との協業で開始いたしました。 

これらの施策の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、663百万円（前年同四半期比42.5％増）となりまし

た。営業損益につきましては、受託開発の増加により製造費用が増加したものの、ライセンス収入の増加で吸収し、

33百万円の営業利益（前年同期は40百万円の営業損失）となりました。経常損益につきましては、為替差損の発生等

により29百万円の経常利益（前年同期は17百万円の経常損失）となりました。四半期純損益につきましては、法人税

等調整額の計上により11百万円の四半期純利益（前年同期は27百万円の四半期純損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。  

  

① ミドルウエア事業 

  当第１四半期連結会計期間における国内ライセンス収入は、出荷台数の減少による影響があったものの、「3DView 

package」や「MascotCapsule Tangiblet」等のライセンス収入が貢献し、全体では微減となりました。また、海外

ライセンス収入については、出荷台数が順調に推移し増加しました。受託開発収入については、デジタル家電分野で

の案件が進捗した結果増加しました。こられの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は454百万円（前年同四半

期比8.5％増）となりました。営業利益につきましては、受託開発の増加による製造費用の増加等により、189百万円

の営業利益（前年同四半期比5.9％増）となりました。 

  

② アプリケーション事業  

  当第１四半期連結会計期間においては、継続的なサービス提供による収益モデルの構築を進めつつ、前期からの取

り組みであった通信キャリアによる大型サービスのシステム及びアプリケーションの受託開発を行い、受託開発売上

が大きく増加いたしました。また、アバターASP事業等への新たな取り組みも開始いたしました。ゲームコンテンツ

分野においても、自社製品の海外展開や、受託開発等順調に推移いたしました。これらの結果、当第１四半期連結会

計期間の売上高は208百万円（前年同四半期比350.8％増）となりました。営業利益につきましては、新たな取り組み

への先行投資を全て吸収するには至らず、52百万円の営業損失（前年同期は104百万円の営業損失）となりました。 

   

（１）資産、負債、純資産等の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて57百万円減少し、2,141百万円となり

ました。これは売掛金が193百万円減少したことが主な要因であります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて74百万円減少し、172百万円となりました。これは買掛金が44

百万円、社債が10百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べて17百万円増加し、1,969百万円となりました。これは四半期

純利益の計上による利益剰余金の増加11百万円、為替換算調整勘定の増加5百万円が主な要因であります。 

   

   （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ

て427百万円減少し、1,056百万円となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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        （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ278百万円収入が増加し、198百万円の収入となりま

した。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益を34百万円計上（前年同期は16百万円の税金等調整前四半

期純損失）したこと、売上債権の回収による増加187百万円等の増加等によるものであります。 

    

        （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ16百万円支出が減少し、67百万円の支出となりまし

た。主な増加要因は、当第１四半期連結会計期間における有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の

取得による支出が、前年同期に比べそれぞれ5百万円及び42百万円減少したこと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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ3百万円支出が減少し、10百万円の支出となりまし

た。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出が、前年同期に比べ4百万円減少したことによるものであ

ります。 

   

  平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表しました業績予想から変更はあり

ません。 

  なお、当社グループでは、平成22年３月期第２四半期累計期間の業績予想の開示を控えさせていただいておりま

す。当社グループの主要な事業であり、利益に直結するライセンス販売ビジネスの売上は、顧客より送付される出荷

台数報告書の到着をもって計上されますが、この報告書につきましては、通年ベースでは過去の傾向から期末日まで

の所定数の入手が予定できるものの、海外顧客からの四半期毎の到着時期は、顧客都合等により当社グループの予想

と乖離し売上計上の時期がずれ、第２四半期累計期間の業績が大きく変動する可能性があり、信頼性の高い中間期の

業績予想を算出する事は極めて困難であると考えております。平成22年３月期第２四半期累計期間の業績見通しにつ

きましては、第２四半期累計期間の計上が確定する10月下旬を目処として開示させていただく予定です。 

   

  該当事項はありません。   

  

簡便な会計処理 

  ・ 固定資産の減価償却費の算定方法 

     定率法を採用している資産については、連結会計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。 

  ・ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度で使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

  

①受注製作のソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準の変更  

  受注製作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第

１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる契約については進行基準（契約の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については

完成基準を適用しております。 

  これによる損益へ与える影響はありません。  

  

②表示方法の変更 

  （四半期連結貸借対照表関係） 

  前第１四半期連結会計期間において、無形固定資産に含めて表示しておりました「ソフトウエア」は、資産

総額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。 

  なお、前第１四半期連結会計期間の無形固定資産に含まれる「ソフトウエア」は227,719千円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,222,702 1,096,512 

売掛金 263,182 456,607 

仕掛品 79,933 63,852 

その他 45,208 78,992 

貸倒引当金 △6,560 △11,438 

流動資産合計 1,604,467 1,684,526 

固定資産   

有形固定資産 45,670 48,827 

無形固定資産   

ソフトウエア 264,338 292,335 

その他 2,601 2,482 

無形固定資産合計 266,940 294,817 

投資その他の資産 224,369 171,006 

固定資産合計 536,980 514,651 

資産合計 2,141,448 2,199,177 

負債の部   

流動負債   

買掛金 80,639 125,570 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

未払法人税等 5,882 6,871 

その他 65,731 84,633 

流動負債合計 172,253 237,075 

固定負債   

社債 － 10,000 

その他 146 124 

固定負債合計 146 10,124 

負債合計 172,399 247,200 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,095,598 1,095,598 

資本剰余金 843,121 1,046,778 

利益剰余金 52,601 △162,421 

株主資本合計 1,991,321 1,979,955 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 166 △237 

為替換算調整勘定 △22,439 △27,740 

評価・換算差額等合計 △22,272 △27,978 

純資産合計 1,969,048 1,951,977 

負債純資産合計 2,141,448 2,199,177 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 465,641 663,612 

売上原価 229,158 427,771 

売上総利益 236,483 235,840 

販売費及び一般管理費 276,982 201,884 

営業利益又は営業損失（△） △40,499 33,956 

営業外収益   

受取利息 162 154 

為替差益 22,982 － 

助成金収入 － 389 

その他 539 219 

営業外収益合計 23,683 764 

営業外費用   

支払利息 256 123 

株式交付費 265 － 

為替差損 － 4,932 

その他 － 10 

営業外費用合計 522 5,066 

経常利益又は経常損失（△） △17,337 29,654 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,007 4,878 

固定資産売却益 － 154 

特別利益合計 1,007 5,032 

特別損失   

固定資産除却損 348 249 

特別損失合計 348 249 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△16,678 34,436 

法人税、住民税及び事業税 2,328 3,672 

法人税等調整額 8,084 19,398 

法人税等合計 10,413 23,071 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,092 11,365 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△16,678 34,436 

減価償却費 13,058 40,232 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,130 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,007 △4,878 

株式交付費 265 － 

受取利息及び受取配当金 △162 △154 

支払利息 256 123 

為替差損益（△は益） △17,595 2,096 

固定資産除却損 348 249 

固定資産売却損益（△は益） － △154 

売上債権の増減額（△は増加） 7,273 194,332 

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,641 △16,080 

仕入債務の増減額（△は減少） △23,835 △45,229 

未払又は未収消費税等の増減額 6,783 19,577 

その他 △2,595 △22,793 

小計 △57,660 201,758 

利息及び配当金の受取額 162 154 

利息の支払額 △535 △209 

法人税等の支払額 △21,884 △3,370 

営業活動によるキャッシュ・フロー △79,918 198,334 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000 

有形固定資産の取得による支出 △8,493 △2,741 

有形固定資産の売却による収入 － 182 

無形固定資産の取得による支出 △47,669 △5,399 

投資有価証券の取得による支出 △25,000 △57,352 

その他 △16 734 

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,179 △67,576 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △4,167 － 

社債の償還による支出 △10,000 △10,000 

株式の発行による収入 696 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,470 △10,000 

現金及び現金同等物に係る換算差額 932 2,433 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,635 123,190 

現金及び現金同等物の期首残高 1,661,240 933,784 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,484,604 1,056,975 
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ミドルウェア 

事業 
（千円） 

アプリケー
ション事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高                              

(1)外部顧客に対する売上高  419,309  46,331  465,641  -  465,641

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 902  5,783  6,685 (6,685)  -

計  420,211  52,115  472,327 (6,685)  465,641

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 178,725  △104,232  74,492 (114,991)  △40,499

  
ミドルウェア 

事業 
（千円） 

アプリケー
ション事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高                              

(1)外部顧客に対する売上高  454,766  208,845  663,612  －  663,612

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 14,708  4,576  19,284  (19,284)  －

計  469,474  213,421  682,896    (19,284)  663,612

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 189,342  △52,760  136,582  (102,625)  33,956

事業区分 主要製品

ミドルウェア事業 
ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシステム構築、

開発 

アプリケーション事業 モバイルコンテンツの企画及び開発 

〔所在地別セグメント情報〕
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)欧州・・・スウェーデン他 

(2)北米・・・アメリカ合衆国 

(3)アジア・・・韓国他 

      ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

   

  当社は、平成21年６月24日開催の定時株主総会において、資本剰余金を203,657千円減少し利益剰余金の欠

損を補填解消することを決議しております。この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が

843,121千円、利益剰余金が52,601千円となっております。  

   

  該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  66,637  66,566  5,752  138,957

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  465,641

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.3  14.3  1.2  29.8

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  40,710  96,274  15,197  152,181

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  663,612

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.1  14.5  2.3  22.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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