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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 1,620 3.7 194 △30.2 198 △28.9 114 △23.6
21年3月期第2四半期 1,562 ― 278 ― 279 ― 150 ―

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2四半期 1,986.17 1,921.32
21年3月期第2四半期 7,813.14 7,545.59

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2四半期 1,830 1,407 76.9 24,357.60
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2四半期  1,407百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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  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

通期 3,985 18.0 795 24.1 801 24.5 429 23.5 7,436.88
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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2四半期 57,777株 21年3月期  57,699株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―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2四半期 57,743株 21年3月期第2四半期 19,206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10月29日付の「業績
予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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２四半期における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2,604円43銭、2,515円16銭、1
9,499円24銭であります。 
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当第２四半期累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９月30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の減少が続き、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)の開設、平成21年７月に本社の増床を

行い、事業規模の拡大と受注案件の増加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 大のコンピュータゲームの見本市「エレクトロニック・エンターテイメント・エキスポ(Ｅ３)」に

営業ブースを出展し受注活動に努めるとともに、平成21年９月にはロサンゼルス営業所を開設し、北米地

域におけるデバッグサービスの受注拡大に注力致しました。 

さらに、デバッグサービスにおける顧客ニーズに対応するため、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

を多用するユーザー、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し、

また平成21年７月にはヤフー株式会社との業務協力を開始し、蓄積した不具合情報を有効活用すること

で、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積極的に推進致しました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、1,620,762千円(前年同四半期比3.7％増)、営業利益は

194,831千円(前年同四半期比30.2％減)、経常利益は198,781千円(前年同四半期比28.9％減) 、四半期純

利益は114,687千円(前年同四半期比23.6％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。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

㈱デジタルハーツ(3620)　平成22年３月期　第２四半期決算短信(非連結)

－ 3 －



(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ていた大型タ

イトルの発売が平成21年３月から７月に延期になったことに伴い、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。当第２

四半期では「ドラゴンクエスト９ 星空の守り人」や「モンスターハンター３」などをはじめとする大型

のタイトルが市場全体を押し上げたほか、プレイステーション３の新モデルやXbox 360の 上位モデルの

価格引き下げが実施されましたが、当第２四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

92.5％(平成21年９月末時点、エンターブレイン調べ)と減少となりました。 

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

化を図る一方、福岡Lab.(ラボ)の開設や本社の増床を行うことで今後増大すると見込まれる需要に備える

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。 

海外展開におきましては、９月にロサンゼルス営業所を開設し、北米地域におけるゲームデバッグの受

注活動に努めた結果、外国法人の取引顧客数が10社を突破し、順調にサービスを提供致しております。 

その結果、当第２四半期累計期間の売上高は922,771千円(前年同四半期比8.2％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は、景気後退による消費不振の影響や携帯電話の買い替え周期の長期化によ

り、平成21年４月～８月の携帯電話国内出荷台数は1,274万台となり、前年同期比26.3％減と大きく落ち

込みました(平成21年10月、社団法人電子情報技術産業協会調べ)。 

一方、国内における携帯電話の契約数は約１億963万契約(平成21年９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ゆるやかながら拡大を続けており、成熟段階に達しつつ

ある高機能携帯や通信量の定額制サービスの普及により、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、当社は蓄積されたノウハウや経験を活かし、顧客ニーズに合わせたサービスを提供

することで、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、当第２四半期累計期間の売上高は203,426千円(前年同四半期比

18.3％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年のパチンコ・パチスロ市場規模が21兆7,160億円と

なり、前年同期比5.5％減と縮小傾向にあるものの、パチンコの参加人口は1,580万人(前年同期比130万人

増)と堅調に推移致しました(平成21年７月、レジャー白書2009)。 

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。 

このような環境下、当社は引き続き名古屋営業所を中心に、メーカーや開発会社に対し増大したデバッ

グ工程のアウトソーシングを促進するとともに、ファンを獲得し得る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２四半期累計期間の売上高は494,564千円(前年同四半期比60.1％増)となりました。 

  

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
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のソフトウェア開発時期などに起因して、第３四半期会計期間以降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２四半期会計期間末における流動資産の残高は1,269,571千円となり、前事業年度末における流動

資産1,349,892千円に対し、80,320千円の減少(前期比6.0％減)となりました。 

これは、主として受取手形及び売掛金が202,702千円増加する一方で、法人税等の支払により現金及び

預金が292,783千円減少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560,489千円となり、前事業年度末における固定資

産518,716千円に対し、41,773千円の増加(前期比8.1％増)となりました。 

これは、主として福岡Lab.(ラボ)の開設、本社増床等に伴い有形固定資産が20,860千円増加したこと、

また、繰延税金資産等が減少する一方で、本社増床に伴う敷金及び保証金の差入や保険積立金の増加等に

より投資その他の資産が26,459千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422,751千円となり、前事業年度末における流動負

債547,591千円に対し、124,839千円の減少(前期比22.8％減)となりました。 

これは、主として売上高増加に伴い未払給与額が増加したこと等により未払費用が26,654千円増加する

一方で、法人税等の支払により未払法人税等が124,526千円減少し、また未払消費税等が40,516千円減少

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1,407,309千円となり、前事業年度末における純資産

1,321,017千円に対し、86,291千円の増加(前期比6.5％増)となりました。 

これは、主として期末配当28,849千円の実施及び四半期純利益114,687千円の計上の結果、利益剰余金

が85,837千円増加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620,026千円となり、前

事業年度末における資金912,810千円に対し、292,783千円の減少となりました。 

当第２四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２四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、193,170千円(前年同四半期は64,409千

円の収入)となりました。 

これは、主として税引前四半期純利益209,396千円の計上が増加要因であり、法人税等の支払額214,334

千円、売上債権の増加額202,702千円及び未払消費税等の減少額40,516千円などが減少要因であります。 

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、71,048千円(前年同四半期は55,981千

円の支出)となりました。 

これは、主として福岡Lab.(ラボ)の開設や本社増床等に伴う有形固定資産の取得による支出30,506千

円、保険積立金の積立による支出22,651千円、本社増床及びロサンゼルス営業所開設等に伴う敷金及び保

証金の差入による支出11,046千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、28,340千円(前年同四半期は49,984千

円の支出)となりました。 

これは、主として配当金の支払額28,548千円によるものであります。 

  

当社の業績は、コンシューマゲームリレーション事業部門が売上の約６割を占めているため、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。 

当年度のコンシューマゲーム業界は、昨今の市場環境の悪化から市場規模が前年度に比べ縮小傾向にあ

ります。各メーカーにおける通期および第３四半期以降の発売タイトル数も前年度より減少すると予想さ

れるため、当社におきましては下期の受注の見通しが現段階においては不透明な状況にあると判断致しま

した。 

上記の影響を考慮して通期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、それぞれ前回予想から減少

するものと予想致します。 

配当額につきましては、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。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 620,026 912,810

受取手形及び売掛金 585,168 382,465

その他 65,890 55,611

貸倒引当金 △1,514 △994

流動資産合計 1,269,571 1,349,892

固定資産   

有形固定資産 95,932 75,071

無形固定資産 62,725 68,272

投資その他の資産 401,831 375,372

固定資産合計 560,489 518,716

資産合計 1,830,060 1,868,608

負債の部   

流動負債   

未払費用 213,905 187,251

未払法人税等 104,184 228,710

賞与引当金 27,746 22,586

その他 76,916 109,042

流動負債合計 422,751 547,591

負債合計 422,751 547,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 272,677 272,573

資本剰余金 232,677 232,573

利益剰余金 902,320 816,483

株主資本合計 1,407,675 1,321,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △366 △612

評価・換算差額等合計 △366 △612

純資産合計 1,407,309 1,321,017

負債純資産合計 1,830,060 1,868,608
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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)

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,562,807 1,620,762

売上原価 928,075 1,002,932

売上総利益 634,732 617,830

販売費及び一般管理費 355,780 422,998

営業利益 278,951 194,831

営業外収益   

受取利息 1,119 1,461

補助金収入 － 2,639

未払金取崩益 643 －

その他 311 1,810

営業外収益合計 2,074 5,910

営業外費用   

社債利息 92 －

投資事業組合運用損 1,182 1,730

為替差損 50 230

その他 82 －

営業外費用合計 1,408 1,960

経常利益 279,617 198,781

特別利益   

保険解約返戻金 － 12,606

特別利益合計 － 12,606

特別損失   

固定資産除却損 1,092 1,627

事務所移転費用 5,048 363

特別損失合計 6,141 1,991

税引前四半期純利益 273,476 209,396

法人税、住民税及び事業税 127,148 92,049

法人税等調整額 △3,730 2,659

法人税等合計 123,417 94,709

四半期純利益 150,059 114,687
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 273,476 209,396

減価償却費 12,404 18,403

長期前払費用償却額 309 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 499 519

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,950 5,159

受取利息及び受取配当金 △1,119 △1,461

社債利息 92 －

為替差損益（△は益） 23 223

投資事業組合運用損益（△は益） 1,182 1,730

固定資産除却損 1,092 1,357

売上債権の増減額（△は増加） △125,559 △202,702

その他の流動資産の増減額（△は増加） △56 △7,181

未払金の増減額（△は減少） △8,586 10,614

未払費用の増減額（△は減少） 25,890 26,654

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,453 △40,516

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,668 △2,490

小計 164,477 19,705

利息及び配当金の受取額 1,119 1,458

利息の支払額 △184 －

法人税等の支払額 △101,003 △214,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,409 △193,170

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 △30,506

無形固定資産の取得による支出 △9,498 △6,843

保険積立金の積立による支出 － △22,651

敷金及び保証金の差入による支出 △24,344 △11,046

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 △71,048

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 16 208

配当金の支払額 － △28,548

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,984 △28,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,579 △292,783

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 575,175 620,026
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当第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当第２四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３四半期会計期間以降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２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９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 922,771 91.8

モバイルリレーション事業部門 203,426 81.7

アミューズメント機器リレーション事業部門 494,564 160.1

合計 1,620,762 103.7

相手先

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９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 158,802 10.2 ― ―
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