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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 2,559 0.9 376 △23.9 381 △23.0 215 △19.4
21年3月期第3四半期 2,535 ― 494 ― 495 ― 267 ―

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3四半期 3,734.20 3,613.09
21年3月期第3四半期 4,643.50 4,484.19

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3四半期 1,840 1,508 81.9 26,105.32
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3四半期  1,508百万円 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  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 3,387 0.3 492 △23.2 496 △22.8 268 △22.8 4,647.53
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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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 57,754株 21年3月期第3四半期 57,619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) 
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。 
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当第３四半期累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年12月31日)におけるわが国経済は、依然として

不安定な状況にあり、特に当第３四半期会計期間中には円高が進行する一方、設備投資や雇用が記録的な

落ち込み幅を見せるなど、その先行きは不透明であります。 

この経済状況を受け、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いては、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人件費の削減に加え、高品質な製品の開発に経営資

源を集中することを目的としてデバッグ工程をアウトソーシングする傾向にあり、この流れは引き続き拡

大していくものと見込んでおります。 

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。平成21年12月にはスマートフォン向けアプリの世界

的な配信を支援する「グローバル モバイル ブリッジ」や「コンシューマゲーム向けローカライズサービ

ス」といった海外展開に向けたサービスを開始致しました。 

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月から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。 

また、平成21年４月に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、平

成21年７月にはヤフー株式会社と、平成21年10月には楽天オークション株式会社との業務協力を開始致し

ました。「fuguai.com(フグアイ・ドット・コム)」の運営を通じて、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

推進して参りました。 

さらに、平成21年11月には「mixiアプリ」向けデバッグサービスを開始し、ゲーム化の流れが拡大しつ

つあるＳＮＳ向けコンテンツのデバッグにいち早く着手致しました。また同11月にはソフトバンクモバイ

ル株式会社と新たに取引を開始し、新規取引先の開拓に努めました。 

しかしながら、経済環境の低迷やコンシューマゲーム業界各社の販売計画見直しなどの要因を受け、当

第３四半期累計期間の売上高は2,559,140千円(前年同四半期比0.9％増)、営業利益は376,799千円(前年同

四半期比23.9％減)、経常利益は381,969千円(前年同四半期比23.0％減) 、四半期純利益は215,665千円

(前年同四半期比19.4％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３四半期決算短信（非連結）
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(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、「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」や「ポケットモンス

ター ハートゴールド・ソウルシルバー」、「ファイナルファンタジーⅩⅢ」、「New スーパーマリオブ

ラザーズ Wii」といった強力なタイトルが市場全体を押し上げたほか、WiiやPSP®など各ハードの値下

げ、「ニンテンドーDSi LL」や「PSP®go」といった新ハードの登場もあり、当第３四半期累計期間のゲー

ムソフトの市場規模は前年同四半期比で102.2％(平成21年12月末時点、エンターブレイン調べ)と微増致

しました。 

一方、当年度のコンシューマゲーム業界は大型タイトルの発売時期の変更などにより、市場環境は予想

以上に急速に変化致しました。各ゲームソフトメーカーは上期に引き続き、第３四半期以降においても大

型タイトルとの競合を避け、販売計画の見直しを実施し、主要タイトルの発売を来期以降に延期する傾向

が見受けられました。 

このような状況下、当社では今後拡大すると見込んだ需要に備えるため、福岡Lab.(ラボ)の開設や本社

の増床を行い、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。 

また、平成21年11月には「mixiアプリ」向けデバッグサービスを開始し、ゲーム化の流れが拡大しつつ

あるSNS向けコンテンツのデバッグにいち早く着手致しました。 

海外展開におきましては、平成21年９月に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するとともに、平成21年12月には「コンシューマゲーム向けローカライズサービ

ス」を開始し、海外事業向けのサービスを本格的に開始致しました。 

しかしながら、各ゲームソフトメーカーの販売計画の見直しによるタイトル数の減少などの影響が大き

く、当第３四半期累計期間の売上高は1,475,758千円(前年同四半期比10.0％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～11月の携帯電話国内出荷台数は2,023万台となり、前年同期比83.7％と大きく落ち込

みました(平成22年１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１億1,061万契約(平成21年12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。 

平成21年11月にはソフトバンクモバイル株式会社との取引を開始するなど、新規取引先のさらなる開拓

に努めました。平成21年12月には「モバゲータウン」向けアプリケーションデバッグサービスを開始し、

ゲーム化の流れが拡大しつつあるSNS向けコンテンツのデバッグにいち早く着手致しました。 

以上の活動を行いましたが、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３四半期累計期間の売上高は341,582千円(前年同四半期比14.7％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、平成19年と比べて5.5％減と縮小傾向にあるものの、パチンコの参加人口は低玉貸し営業の活況な

どにより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技人口の獲得を目的として、射幸性重視の機種からゲーム性

㈱デジタルハーツ(3620) 平成22年３月期 第３四半期決算短信（非連結）
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重視の機種へ、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機種当たりの容量が大容量化

し、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、当社は引き続き本社や名古屋営業所を中心に新規取引先の拡大を図るとともに、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ことで、ファンを獲得し得

る遊技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３四半期累計期間の売上高は741,800千円(前年同四半期比49.9％増)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1,235,075千円となり、前事業年度末における流動

資産1,349,892千円に対し、114,817千円の減少(前期比8.5％減)となりました。 

これは、主として受取手形及び売掛金が156,907千円増加する一方で、法人税等の支払などにより現金

及び預金が258,627千円減少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605,713千円となり、前事業年度末における固定資

産518,716千円に対し、86,997千円の増加(前期比16.8％増)となりました。 

これは、主として繰延税金資産等が減少する一方で、本社移転準備等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73,904千円増加したこと、また、福岡Lab.(ラボ)の開設、本

社増床等に伴い有形固定資産が22,655千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332,501千円となり、前事業年度末における流動負

債547,591千円に対し、215,089千円の減少(前期比39.3％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44,087千円増加する

一方で、法人税等の支払により未払法人税等が212,211千円減少し、また未払消費税等の減少等により流

動負債のその他が32,509千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1,508,287千円となり、前事業年度末における純資産

1,321,017千円に対し、187,269千円の増加(前期比14.2％増)となりました。 

これは、主として前事業年度に係る期末配当28,849千円の実施及び四半期純利益215,665千円の計上の

結果、利益剰余金が186,815千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654,182千円となり、前

事業年度末における資金912,810千円に対し、258,627千円の減少となりました。 

当第３四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３四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、97,050千円(前年同四半期は215,843千

円の収入)となりました。 

2. 財政状態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３四半期決算短信（非連結）
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 これは、主として税引前四半期純利益391,554千円の計上、未払費用の増加額44,087千円が増加要因で

あり、法人税等の支払額364,152千円、売上債権の増加額156,907千円が減少要因であります。 

(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、132,981千円(前年同四半期は108,552

千円の支出)となりました。 

これは、主として本社増床、ロサンゼルス営業所開設及び本社移転準備等に伴う敷金及び保証金の差入

による支出69,546千円、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43,131

千円、保険積立金の積立による支出22,651千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、28,374千円(前年同四半期は49,967千

円の支出)となりました。 

これは、主として前事業年度に係る配当金の支払額28,582千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高の約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、大型タイトルの発売時期の変更などにより、市場環境は予想以上

に急速に変化しております。このような状況下、各ゲームソフトメーカーは上期に引き続き、下期におい

ても販売計画の見直しを実施し、主要タイトルの発売を来期以降に延期している状況にあります。 

このため、当社におきましても通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益は、それぞれ前回予

想を下回る見込みとなり、平成22年１月22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、このたびの状況は当期特有の要因に基づくものであり、当期においても前期並みの売上高の確保

が見込まれていること、翌期以降においても引き続き利益の確保が見込まれていることから、配当額につ

きましては、前回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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 654,182 912,810

受取手形及び売掛金 539,372 382,465

たな卸資産 115 －

その他 42,941 55,611

貸倒引当金 △1,537 △994

流動資産合計 1,235,075 1,349,892

固定資産   

有形固定資産 97,727 75,071

無形固定資産 58,710 68,272

投資その他の資産 449,276 375,372

固定資産合計 605,713 518,716

資産合計 1,840,789 1,868,608

負債の部   

流動負債   

未払費用 231,338 187,251

未払法人税等 16,498 228,710

賞与引当金 8,131 22,586

その他 76,533 109,042

流動負債合計 332,501 547,591

負債合計 332,501 547,591

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 1,003,298 816,483

株主資本合計 1,508,653 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 1,508,287 1,321,017

負債純資産合計 1,840,789 1,868,608
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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)

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,535,980 2,559,140

売上原価 1,476,688 1,556,574

売上総利益 1,059,291 1,002,566

販売費及び一般管理費 564,445 625,766

営業利益 494,846 376,799

営業外収益   

受取利息 1,144 1,946

補助金収入 － 2,639

未払金取崩益 991 －

その他 831 2,837

営業外収益合計 2,967 7,423

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 608 181

その他 82 342

営業外費用合計 1,965 2,253

経常利益 495,847 381,969

特別利益   

保険解約返戻金 － 19,178

特別利益合計 － 19,178

特別損失   

固定資産除却損 1,226 1,627

事務所移転費用 5,048 2,013

過年度給与等 － 5,951

特別損失合計 6,275 9,593

税引前四半期純利益 489,572 391,554

法人税、住民税及び事業税 223,471 154,350

法人税等調整額 △1,452 21,538

法人税等合計 222,018 175,889

四半期純利益 267,553 215,665
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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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 489,572 391,554

減価償却費 20,324 29,723

長期前払費用償却額 357 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 885 542

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,905 △14,455

受取利息及び受取配当金 △1,144 △1,946

社債利息 92 －

為替差損益（△は益） 478 221

投資事業組合運用損益（△は益） 1,182 1,730

固定資産除却損 1,226 1,357

売上債権の増減額（△は増加） △157,477 △156,907

たな卸資産の増減額（△は増加） － △115

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,970 △2,815

未払金の増減額（△は減少） △20,605 5,783

未払費用の増減額（△は減少） 54,303 44,087

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,826 △36,071

その他の流動負債の増減額（△は減少） 10,847 2,053

小計 398,935 264,744

利息及び配当金の受取額 1,119 2,358

利息の支払額 △184 －

法人税等の支払額 △184,027 △364,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 215,843 △97,050

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 △43,131

無形固定資産の取得による支出 △9,821 △7,995

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

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 △24,364 △69,546

敷金及び保証金の回収による収入 10,211 10,344

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,552 △132,981

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 32 208

配当金の支払額 － △28,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,967 △28,374

現金及び現金同等物に係る換算差額 △478 △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,844 △258,627

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 673,599 654,182
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当第３四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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常に受注残高は

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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当第３四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３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31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 1,475,758 90.0

モバイルリレーション事業部門 341,582 85.3

アミューズメント機器リレーション事業部門 741,800 149.9

合計 2,559,140 100.9

相手先

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社カプコン 263,972 10.4 ― ―
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