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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

平成21年９月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成21年９月期第２四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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9月期第2四半期 1,070 34.6 125 △26.0 125 △24.2 72 △24.5
21年9月期第2四半期 795 ― 169 ― 165 ― 95 ―

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9月期第2四半期 1,352.39 1,346.33
21年9月期第2四半期 1,785.32 1,773.87

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9月期第2四半期 1,984 1,688 85.1 31,691.60
21年9月期 2,141 1,686 78.7 31,639.21

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  1,688百万円 21年9月期  1,686百万円

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9月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
22年9月期 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 1,784 0.2 123 △64.5 123 △63.1 57 △69.9 1,038.38
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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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 

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9月期第2四半期 54,893株 21年9月期  54,893株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  1,599株 21年9月期  1,599株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 53,294株 21年9月期第2四半期 53,467株
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 当第２四半期におけるわが国経済は、経済対策等の影響もあり、消費者は低価格志向ながら購買意欲に回復の動き

が見られるなど持ち直しの兆しが見られるものの、雇用環境は依然として厳しい状況が続きました。 

 このような経済環境の中、ゲームソフト業界におきましては、世界的な景気の停滞感を受けてクライアントである

ゲームソフトパブリッシャーの開発に対する姿勢が慎重になり、発売するゲームソフトの厳しい選別が進みました。

 こうした業界動向のもと、当社グループにおいては主力のゲームソフト開発事業において、予定していた複数の開

発案件が受注に至らなかったほか、企画立案から契約締結までの期間の長期化や開発着手案件における仕様の変更等

による開発原価増などが業績に大きく影響いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期の売上高は1,070,310千円（前年同四半期比34.6％増）、営業利益は125,285千円（前年

同四半期比26.0％減）、経常利益は125,765千円（前年同四半期比24.2％減）、四半期純利益は72,074千円（前年同

四半期比24.5％減）となりました。 

 また、事業の種類別セグメントの業績は、ゲームソフト開発事業における売上高は1,008,822千円（前年同四半期

比39.3％増）、モバイルコンテンツ開発事業における売上高は60,172千円（前年同四半期比15.1％減）、その他事業

における売上高は1,316千円（前年同四半期比953.5％増）となりました。 

 なお、第１四半期より、受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更をしております。 

 この影響により、ゲームソフト開発事業において売上高は484,288千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益がそれぞれ153,903千円増加しております。詳細は、４ページ「４．その他 （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」をご覧下さい。 

 

  

（１）財政状態の分析  

①資産 

 資産合計は、前期末に比べ157,834千円減少し、1,984,000千円となりました。主な増加要因は、受取手形及び売

掛金の増加額162,297千円、無形固定資産の増加額73,900千円であり、主な減少要因は、現金及び預金の減少額

222,823千円、仕掛品の減少額174,740千円であります。 

②負債 

 負債合計は、前期末に比べ160,626千円減少し、295,027千円となりました。主な増加要因は、未払法人税等の増

加額37,440千円であり、主な減少要因は、前受金の減少額254,603千円であります。 

③純資産 

 純資産合計は、前期末に比べ2,792千円増加し、1,688,972千円となりました。これは、利益剰余金の増加額

2,792千円によるものであります。 

  

（２）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ222,823千円減少し、

1,188,291千円となりました。 

 また、当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況は、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） 

 営業活動の結果支出した資金は、87,953千円（前年同四半期は32,669千円の支出）となりました。主な増加要

因は、たな卸資産の減少額174,740千円、税金等調整前四半期純利益125,765千円等であり、主な減少要因は、前

受金の減少額254,603千円、売上債権の増加額162,297千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、65,555千円（前年同四半期は49,565千円の支出）となりました。主な減少要

因は、無形固定資産の取得による支出61,987千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、69,315千円（前年同四半期は113,009千円の支出）となりました。これは、

配当金の支払額69,315千円によるものであります。 

  

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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 連結業績予想は、１ページ「３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）」に記

載の業績数値のとおりであり、平成22年４月５日付けで発表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお

知らせ」に記載の数値から変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第２四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ソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は484,288千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ153,903千円増加しております。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,188,291 1,411,115

受取手形及び売掛金 375,950 213,652

仕掛品 85,262 260,002

繰延税金資産 4,621 4,866

その他 28,958 20,714

流動資産合計 1,683,083 1,910,352

固定資産   

有形固定資産 52,480 53,684

無形固定資産 104,717 30,817

投資その他の資産 143,717 146,979

固定資産合計 300,916 231,481

資産合計 1,984,000 2,141,834

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,671 28,000

未払法人税等 58,429 20,989

前受金 54,621 309,225

賞与引当金 36,009 －

その他 127,295 97,439

流動負債合計 295,027 455,653

負債合計 295,027 455,653

純資産の部   

株主資本   

資本金 206,073 206,073

資本剰余金 267,323 267,323

利益剰余金 1,324,627 1,321,835

自己株式 △109,051 △109,051

株主資本合計 1,688,972 1,686,180

純資産合計 1,688,972 1,686,180

負債純資産合計 1,984,000 2,141,834
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 795,249 1,070,310

売上原価 394,657 659,565

売上総利益 400,592 410,745

販売費及び一般管理費 231,389 285,459

営業利益 169,203 125,285

営業外収益   

受取利息 162 9

受取配当金 － 86

未払配当金除斥益 － 360

助成金収入 － 224

その他 138 96

営業外収益合計 300 776

営業外費用   

自己株式取得手数料 3,561 －

投資事業組合運用損 － 296

営業外費用合計 3,561 296

経常利益 165,942 125,765

特別損失   

固定資産除却損 17 －

特別損失合計 17 －

税金等調整前四半期純利益 165,925 125,765

法人税等 70,470 53,691

四半期純利益 95,455 72,074
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31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 165,925 125,765

減価償却費 9,418 11,268

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,830 36,009

受取利息及び受取配当金 △162 △95

投資事業組合運用損益（△は益） － 296

固定資産除却損 17 －

売上債権の増減額（△は増加） 44,389 △162,297

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,888 174,740

仕入債務の増減額（△は減少） △9,584 △11,009

前受金の増減額（△は減少） △76,600 △254,603

未払金の増減額（△は減少） △4,022 4,028

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,002 21,682

その他 △6,111 △18,181

小計 90,208 △72,395

利息及び配当金の受取額 162 95

法人税等の支払額 △123,041 △15,653

営業活動によるキャッシュ・フロー △32,669 △87,953

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,044 △6,193

無形固定資産の取得による支出 △12,091 △61,987

投資有価証券の売却による収入 13,854 2,500

敷金及び保証金の差入による支出 △284 －

その他 － 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,565 △65,555

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ストックオプションの行使による収入 2,480 －

自己株式の取得による支出 △51,271 －

配当金の支払額 △64,218 △69,315

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,009 △69,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △195,245 △222,823

現金及び現金同等物の期首残高 1,583,553 1,411,115

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 11,100 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,399,408 1,188,291
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３月31日）   

 ゲームソフト開発事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年10月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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