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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,416 1.1 521 △18.7 526 △18.3 306 △11.9
21年3月期 3,378 42.4 641 90.8 643 101.6 347 105.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 5,303.32 5,132.10 21.0 27.6 15.3
21年3月期 6,035.86 5,828.90 30.3 39.3 19.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 1,949 1,598 82.0 27,671.68
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  1,598百万円 21年3月期  1,321百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 124 △140 △28 868
21年3月期 466 △120 △49 912

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 28 8.3 2.5
22年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 28 9.4 2.0
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 500.00 500.00 8.7

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

1,807 11.5 160 △17.7 159 △19.7 79 △30.4 1,381.22

通期 4,068 19.1 620 19.0 618 17.6 330 7.9 5,720.05
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 57,777株 21年3月期 57,699株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―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。業績に関する事項は、添付資料の３ページ「1．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照く
ださい。 
(その他特記事項) 
 当社は、平成20年10月１日付で、その所有する株式１株を３株に分割しております。平成21年３月期の１株当たり当期純利益、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益、配当性向及び純資産配当率は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

－ 2 －



当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)におけるわが国経済は、海外経済の緩やか

な回復傾向や国内外の景気対策を背景に一部持ち直しの動きが見られたものの、個人消費におきまし

ては厳しい雇用情勢や所得不安が続く等、消費マインドは依然として低調に推移しております。 

このような状況のもと、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等の開発市場におきましては、低下した消費マインドにも十分

な訴求力を持つ製品需要から、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りました。このため、メーカーや開発会社は人件費の削減に加え、高機能

かつ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。 

また、世界規模の日本大手メーカーによる大規模な製品リコール問題が発生したことに伴い、企業

及び消費者の製品の安全性に対する関心は、飛躍的に高まっております。 

このような経営環境におきまして、当社では「Made in JapanからChecked by Japanへ」というス

ローガンのもと、今後さらに増加すると見込まれる消費者的視点からのデバッグ需要に備えるととも

に、高いサービス品質を保ちつつ受注拡大に努めて参りました。 

当事業年度におきましては、当社デバッグサービスとの関連性の高い新サービスの開発に取組み、

顧客ニーズの発掘という観点から提供可能なサービスの多様化を図って参りました。その一つとして

平成21年６月には、ゲームやアプリケーション等を多用するコアユーザーによる、より深い視点から

のモニタリングサービスを提供する「ニッチモ」を開始致しました。 

海外展開におきましては、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当

社と当社サービスの認知度向上に努めるとともに、平成21年９月にはロサンゼルス営業所を開設致し

ました。 

また、顧客企業の海外展開を支援するサービスとして、平成21年12月にはモバイルアプリのグロー

バル配信を支援する「グローバル モバイル ブリッジ サービス」やコンシューマゲームソフトのロ

ーカライズに関わる全ての工程をワンストップにて支援する「コンシューマゲーム向けローカライズ

サービス」を、平成22年３月には「Facebook®、Twitter®向け ソーシャルアプリ マーケティング・

運用支援サービス」を開始し、コンテンツビジネスのグローバル化にも積極的に対応して参りまし

た。 

さらに、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・ヴァージョンをリニ

ューアルオープンし、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。当社は、「fuguai.com(フグアイ・ドット・コム)」の運営を通

じて、製品不具合が社会に与える危険性に対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にも積極的に取り組んで参りました。 

以上のような持続的な成長に向けた様々な事業活動を行って参りましたが、受注依存度の高い国内

コンシューマゲーム業界各社の販売計画見直し等の影響を大きく受け、当事業年度の売上高は

3,416,326千円(前期比1.1％増)とほぼ前事業年度並みの推移となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当期の経営成績)
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利益面につきましては、海外展開に伴う営業費用等の増加により、営業利益は521,378千円(前期比

18.7％減)、経常利益は526,164千円(前期比18.3％減)、当期純利益は306,319千円(前期比11.9％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。 

  

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®等各

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、当事業年

度のゲームソフトの販売市場規模は前期比で103.7％(平成22年３月末時点、エンターブレイン調べ)

と僅かながら拡大致しました。 

このような状況のもと、当社では受注の促進を図るべく、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もい

ち早く着手致しました。また、平成22年２月には「福岡コンテンツ産業拠点推進会議」、平成22年３

月には「GAME FACTORY’S FRIENDSHIP」に入会し、会員企業に対して当社と当社サービスの認知度向

上を図る活動にも努めて参りました。 

しかしながら、当事業年度のコンシューマゲーム業界では、特定大型タイトルの発売時期の変更が

あり、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開発・販売計画の見直しを実施し、

主要タイトルの発売時期を次期以降に延期する傾向にありました。 

その結果、タイトル数の減少等の影響を大きく受けましたが、当事業年度の売上高は1,964,677千

円(前期比8.0％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新販売方式導入による端末価格の

高騰から、携帯電話の買替え周期が長期化し、平成21年４月から平成22年２月までの携帯電話国内出

荷台数は2,783万台（前年同期比87.4％）と大きく落ち込みました(平成22年４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１億1,218万契約(平成22年３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拡大しております。 

また、iPhone®やAndroid®等に代表されるスマートフォンの台頭により、コンテンツの高機能化・

大容量化が進み、膨大な量のコンテンツが配信されるようになりました。 

さらに、SNS向けコンテンツの「オープン化」により、各コンテンツ制作会社のみならず、個人が

制作するコンテンツが各携帯プラットフォームから配信されるようになり、コンテンツ配信市場は、

配信ベンダーが乱立する状況になっております。 

このような状況のもと、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消費者

的視点からのデバッグ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

し、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等、新規取引先のさらなる

開拓に努めて参りました。 

 また、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、
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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。 

以上のような活動を行って参りましたが、未だ継続的な案件確保にはつながらず、当事業年度の売

上高は493,193千円(前期比3.1％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

円とやや頭打ち傾向にあるものの、パチンコの参加人口は低玉貸し営業の活況等により1,580万人(前

年比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

ム性重視の機種へと多様で複雑な機種開発に注力した結果、機種が大容量化し、デバッグに要する作

業工数も増加致しました。 

このような状況のもと、当社では増加したデバッグ工程のアウトソーシングを促進する受注活動を

行うとともに、ファン獲得のための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、当事業年度の売上高は958,456千円(前期比30.7％増)となりました。 

  

次期の経済環境の見通しにつきまして、景気は持ち直し傾向にあると見られますが、当面そのペー

スは緩やかなものに留まると見込まれ、引き続き先行き不透明な状況が継続するものと思われます。

このような状況のもと、当社サービスの関連市場であるゲーム業界、携帯電話業界、アミューズメ

ント機器製造業界等におきましては、デバッグ工程をアウトソーシングする傾向は引き続き拡大して

いくものと見込んでおります。また、製品の「不具合」に対する企業や消費者からの関心の高まりか

ら、不具合検証に対する需要は一層増加する傾向にあります。 

このような環境のもと、当社では営業体制の強化、デバッグサービスの品質向上、海外展開の促進

を図るべく、従来の２本部制から４本部制に組織改編を行い、これまで１本部内に位置づけられてい

た営業部門、デバッグ業務部門及び海外部門の分離を通じて、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できる

経営組織づくりに取り組んでおります。 

また、デバッグサービスを事業の基軸としつつも既存顧客からの様々なニーズに対応する観点から

サービスの多様化を実施するとともに、デバッグサービスの汎用性・応用性の高さに着目し、新分

野・新ジャンルへのサービス展開にも努めて参ります。 

さらに、海外へのサービス展開につきましては、当事業年度において営業体制を概ね整備すること

ができたため、次期以降は受注活動に注力し、海外展開による収益が中期的には当社売上の大きな柱

の一つとなるよう努めて参ります。 

なお、当社の事業部門ごとの次期見通しにつきましては、以下のとおりであります。 

  

①コンシューマゲームリレーション事業部門 

当事業年度におきましては大型タイトルの発売時期の変更等により、市場環境は予想以上に急速に

変化致しましたが、次期以降は例年どおりの発売スケジュールに戻り、新作の発売タイトル数は回復

してくるものと見込んでおります。 

 当社と致しましては、より一層のサービス品質の向上と顧客満足度の向上に努め、各既存顧客から

(次期の見通し)
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のアウトソーシング比率の上昇及び新規顧客の積極的な開拓を行って参ります。 

  

②モバイルリレーション事業部門 

携帯電話定額制サービスの普及、スマートフォンの台頭、SNS向けコンテンツの「オープン化」に

より、携帯コンテンツの市場は今後も飛躍的に拡大すると見込んでおります。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。 

当社は、蓄積された携帯コンテンツのデバッグや実機検証のノウハウを活用し、顧客ニーズや消費

者ニーズに合わせた様々なサービスを提供することで、既存顧客からのアウトソーシング比率を増大

させるとともに、新規顧客の積極的な開拓を行って参ります。 

③アミューズメント機器リレーション事業部門 

アミューズメント機器の多様化、高機能化の流れは引き続き継続すると想定しており、アミューズ

メント機器の大容量化に伴うデバッグ作業の増加を追い風に、既存顧客からのアウトソーシング比率

の上昇を図るとともに、新規顧客の積極的な開拓に注力致して参ります。 

  

以上により、平成23年３月期の業績につきましては、売上高4,068,678千円(当事業年度比19.1％

増)、営業利益620,248千円(当事業年度比19.0％増)、経常利益618,813千円(当事業年度比17.6％

増)、当期純利益330,487千円(当事業年度比7.9％増)を見込んでおります。 

  

15ページ「3．経営方針(2)目標とする経営指標」をご参照下さい。 

  

(目標とする経営指標の達成状況)
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流動資産の残高は、1,350,174千円となり、前事業年度末における流動資産1,349,892千円に対し、

281千円の増加(前期比0.0％増)となりました。 

これは、主として現金及び預金が44,240千円減少する一方で、売上債権が49,470千円増加したこと

によるものであります。 

固定資産の残高は599,668千円となり、前事業年度末における固定資産518,716千円に対し、80,952

千円の増加(前期比15.6％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72,629千円増加したこと、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19,338千円増加したことによるものであります。 

流動負債の残高は351,055千円となり、前事業年度末における流動負債547,591千円に対し、

196,535千円の減少(前期比35.9％減)となりました。 

これは、主として未払法人税等が147,540千円減少したこと及び未払消費税等が35,588千円減少し

たことによるものであります。 

固定負債につきましては、当事業年度末、前事業年度末ともに該当する項目はございません。 

純資産の残高は1,598,786千円となり、前事業年度末における純資産1,321,017千円に対し、

277,769千円の増加(前期比21.0％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当期純利益306,319千円の計上

の結果、利益剰余金が277,470千円増加したことによるものであります。 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は868,569千円となり、前事業年

度末における資金912,810千円に対し、44,240千円の減少となりました。 

当事業年度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。 

営業活動の結果得られた資金は、124,395千円(前事業年度は466,101千円の収入)となりました。 

これは、主として税引前当期純利益535,750千円の計上、減価償却費41,275千円が増加要因であ

り、法人税等の支払額364,326千円、売上債権の増加額49,470千円及び未払消費税等の減少額35,090

千円などが減少要因であります。 

投資活動の結果支出した資金は、140,080千円(前事業年度は120,106千円の支出)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、本社増床及びデバッグ機材やサーバー等の購入

等に伴う有形固定資産の取得による支出50,392千円、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。 

財務活動の結果支出した資金は、28,387千円(前事業年度は49,775千円の支出)となりました。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 

(ⅰ) 資産

(ⅱ) 負債

(ⅲ) 純資産

②キャッシュ・フローの状況

(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

(ⅱ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー
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これは、主として前事業年度に係る配当金の支払額28,595千円によるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
(注) １．各指標の算出方法は次のとおりであります。 

・自己資本比率：自己資本／総資本 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２．時価ベースの自己資本比率につきましては、平成19年３月期以前は時価がないため記載をしておりません。

３．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

４．平成21年３月期及び平成22年３月期においては有利子負債残高がゼロのため、キャッシュ・フロー対有利子

負債比率については記載をしておりません。 

５．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

６．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 45.7 54.2 69.0 70.7 82.0

時価ベースの自己資本比率
(％)

― ― 413.8 512.6 446.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

75.4 30.5 26.2 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

126.9 370.6 515.5 2,521.7 164,543.8
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つと位置づけ、業績の推移・財務状況、

今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら、配当を実施するこ

とを基本方針としております。 

平成22年３月期の期末配当金につきましては、平成22年６月に開催予定の定時株主総会決議を前提

として、上記方針に基づき１株当たり500円の期末配当を実施する予定であります。この結果、当事

業年度の配当性向は9.4％となることを見込んでおります。 

次期の配当につきましても、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置づけ、

年間１株当たり500円の配当(期末配当)を予定しております。 

また、内部留保資金につきましては、事業規模拡大のための投資資金として活用し、将来の企業価

値の向上を図って参ります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

㈱デジタルハーツ(3620) 平成22年３月期 決算短信（非連結）

－ 9 －



当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因と考えられる主な事項に

は、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

①デバッグ業務のアウトソーシングの動向について  

当社はメーカーや開発会社に対して、ソフトウェアの動作テストを通じて不具合を検出、報告する

デバッグサービスを提供しております。従来デバッグ業務は主にメーカーや開発会社内にて行われて

おりましたが、開発者以外の視点で行われるデバッグサービスの有用性に対する認識向上や、社内に

おいてデバッグ要員を常時確保することによるコスト増への対応等により、近年アウトソーシングが

進んでいるものと考えております。 

当社は今後もデバッグ業務のアウトソーシングが進展することを前提とした事業計画を策定してお

りますが、その歴史はまだ浅く、将来性を予測するには不透明な部分もあります。当社の期待どおり

にアウトソーシングが進展しなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性がありま

す。 

②受注の安定性について 

当社のサービス提供は、基本的には顧客の開発若しくは品質管理工程が完了するまでとなってお

り、個々の案件自体は短期のものが主となっております。また、同一の顧客企業との取引であっても

一つの案件が終了した時点で次の案件が継続的に発生しない場合があります。 

このため、事業年度ごとの受注量の変動予測は過去の実績推移を元に立てており、突発的な受注量

の増減が、当社の業績に影響を及ぼす可能性が存在しております。 

③特定の市場への依存度について 

現在当社では、売上及び利益の多くの部分をコンシューマゲーム、モバイルコンテンツ及びパチン

コ・パチスロといった娯楽市場に拠っております。当社では特定の市場への過度な依存を回避するた

めに娯楽市場以外の市場への進出を企図しておりますが、娯楽市場以外の市場への進出が進捗する以

前に当該市場に大きな規模の減衰があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④業績の季節変動について 

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％、平成22年３月期の売

上高の57.5％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３四半期に集中する

傾向があります。 

当社と致しましては、コンシューマゲームリレーション事業部門以外の事業部門の収益の向上を図

り、年間を通じて安定した収益の確保に努める考えでありますが、現状はコンシューマゲームリレー

ション事業部門への比重が大きく、第３四半期における販売動向が当社の通期業績に重要な影響を与

える可能性があります。 

近３事業年度における当社の業績を、ご参考までに掲げると次のとおりとなります。  

第７期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)  

(4) 事業等のリスク

(事業の内容についてのリスク要因)

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

売上高 416,977 17.6 558,046 23.5 733,540 30.9 663,889 28.0 2,372,454 100.0

経常利益 29,231 9.2 70,945 22.2 154,109 48.2 65,098 20.4 319,384 100.0
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(注) １．比率は、通期に対する四半期の割合であります。 

２．四半期ごとの数値につきましては、あずさ監査法人の監査は受けておりません。 

第８期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) 比率は、通期に対する四半期の割合であります。 

第９期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １．比率は、通期に対する四半期の割合であります。 

２．第９期につきましては、コンシューマゲーム業界における大型タイトル発売時期の変更等の影響により、  

第３四半期の通期に対する売上の割合が過去実績に比して低くなっております。 

⑤特定の販売先への依存について 

当社の 近２事業年度において販売依存度が総販売実績の10％を超える取引先は下表のとおりであ

ります。 

当社と当該取引先とは継続的で良好な関係を維持しておりますが、当該取引先からの受注動向が当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 
(注) １． 近２事業年度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を示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当事業年度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。 

⑥情報漏洩の危険について 

当社では顧客企業の機密情報が外部に漏洩することのないよう従業員との間で秘密保持契約を締結

するとともに、万一に備え身元保証書の取得も実施しております。また研修においては守秘義務の重

要性を強調するとともに、充実したセキュリティ・システムの導入等を通じて情報漏洩を防止するた

めの 大限の諸施策を講じております。 

しかしながら、業務上知り得た情報が何らかの理由により外部に漏洩され、顧客企業の信頼を大き

く損ねるような事態が発生した場合、その後の当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は個人情報取扱事業者に該当するため、財団法人日本情報処理開発協会より「プライバ

シーマーク」の付与認定を取得し、個人情報保護に努めております。しかし、万一、個人情報が外部

に漏洩した場合には、損害賠償請求や信用低下などにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

⑦瑕疵担保責任等について  

 当社のデバッグサービスは、主として顧客企業が開発したソフトウェア等の検証業務の受託となっ

ております。顧客企業は当社サービスを受け入れた後、ソフトウェア製品等の 終検査を独自に実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

売上高 689,815 20.4 872,991 25.9 973,173 28.8 842,401 24.9 3,378,382 100.0

経常利益 103,118 16.0 175,800 27.3 216,229 33.6 148,758 23.1 643,907 100.0

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

金額
(千円)

比率
(％)

売上高 673,328 19.7 947,434 27.7 938,378 27.5 857,185 25.1 3,416,326 100.0

経常利益 32,585 6.2 166,195 31.6 183,187 34.8 144,195 27.4 526,164 100.0

相手先

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社カプコン 367,311 10.9 ― ―
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しその後に製品が出荷されますが、それでもなお不具合が発生するおそれがあります。 

 当社は顧客企業に対し、(ⅰ)一般にソフトウェア等から不具合を完全に除去することはできない

旨、(ⅱ)当社サービスは不具合の発見を主眼とするものであり、製品の品質を保証するものではない

旨の理解に努めており、これまで当社と顧客企業との関係は良好でありますが、何らかの事情により

瑕疵担保責任あるいは損害賠償責任の追及を受ける可能性は否定できません。この場合、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧人材の確保及び育成について 

当社は業務の実務部分を大量に雇用した臨時従業員に拠っております。人材の確保及び育成には万

全を期しておりますが、何らかの理由で臨時従業員の雇用及び育成に支障をきたした場合には、当社

の円滑な業務の遂行及び積極的な受注活動が阻害されるおそれがあります。 

⑨人材の流出について 

当社は、高度なテスト技術及びノウハウを蓄積しているため、従業員との間で秘密保持契約を締結

する等、業務上知り得た情報の漏洩を防止するための諸施策を講じております。しかしながら、人材

流出等により当社のノウハウ等が外部に流出し、第三者が当社の技術及びノウハウを模倣して当社と

類似するサービスの提供を行う可能性は否定できません。このような事態が生じた場合には、当社の

事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑩競合の激化の可能性について 

現在、当社は既に多数の顧客と取引実績を持ち、ノウハウの蓄積及び研修の実施等、他社との差別

化に努めております。 

しかしながら、今後においてデバッグ業務のアウトソーシングの進展に伴い、業界の市場規模が拡

大することにより、新規参入企業が増加する可能性があります。これにより競争が激化し、当社が十

分な差別化を維持できなかった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

⑪社歴が浅いことについて 

当社は平成13年４月の設立であり社歴が浅く、また当社の主力事業であるデバッグサービスも設立

と同時期からの開始であり、業歴が浅く過去の実績も十分でないことから、過年度の経営成績だけで

は今後の当社の業績を判断する材料としては不十分である可能性があります。 

近５事業年度の経営成績の概要は、次のとおりであります。 

 

労働者派遣法について 

当社の事業収益のうち平成20年３月期の売上高の9.1％、平成21年３月期の売上高の4.9％、平成22

年３月期の売上高の4.4％は人材派遣によるものであり、当社は「労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下、「労働者派遣法」という。)に基づく厚

生労働大臣の「一般労働者派遣事業」の許可を取得しており、労働者派遣法に基づく規制を受けてお

ります。 

 当社は法令を遵守し、事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような事態が生じた場

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

 決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

 売上高 (千円) 921,708 1,499,508 2,372,454 3,378,382 3,416,326

 経常利益 (千円) 108,573 229,538 319,384 643,907 526,164

 当期純利益 (千円) 77,108 136,569 169,605 347,822 306,319

(法的規制について) 
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合、または関連法令や解釈が変更になった場合は、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可

能性があります。 

小規模組織であることについて 

平成22年３月31日現在における当社組織は、取締役４名、監査役４名、正社員153名と小規模であ

り、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。 

今後、事業の拡大に伴い人員増強を図るとともに人材育成に注力し、内部管理体制の一層の強化、

充実を図っていく方針ではありますが、これらの施策が適時適切に行えなかった場合には、当社の事

業展開及び業績に影響を与える可能性があります。 

ストック・オプションについて  

平成22年３月31日現在、ストック・オプションによる潜在株式は1,950株であり、発行済株式総数

57,777株の3.4％に相当しております。当社の株価が行使価額を上回り、かつ、権利行使についての

条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化するこ

とになります。 

  

  

(事業体制について) 

(その他) 
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[事業系統図] 

当社の事業の系統図は、以下のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は、ソフトウェア製品の不具合を検出するデバッグサービスの提供を事業の基軸とし、独自のデ

バッグノウハウの蓄積と専門性の高い人材の育成に基づき、消費者の視点から不具合検証に関する多様

なサービス提供を行うことにより、顧客ニーズと消費者ニーズに応えて参ります。 

当社はこうした事業活動を通じて、雇用の創出と不具合のないデジタル化社会の創造に寄与し、以っ

て社会貢献を果たしていくことを経営の基本方針としております。 

  

当社は、絶え間ないサービス品質の改善とサービスの多様化を通じて、高い成長性と収益性を持続す

ることにより企業価値の向上を図る所存であります。 

従いまして、売上高成長率と売上高経常利益率を当社の目標とする経営指標としております。 

売上高成長率につきましては、前述のとおりコンシューマゲーム業界各社の販売計画見直し等の影響

を受け、当事業年度における当社の売上高は前事業年度とほぼ同水準となり、売上高成長率は1.1％に

とどまりました。 

売上高経常利益率につきましても、当事業年度におきましては15.4％と平成22年１月22日に公表した

修正計画値14.7％については上回ることができましたが、平成21年４月30日に発表した当初計画値

19.8％からは大幅に下回る結果となりました。これは、売上予算未達の影響及び海外展開に伴い先行投

資を実施したことによるものであります。 

次期につきましては、売上高成長率19.1％、売上高経常利益率15.2％を目標とし、事業活動に取り組

んで参ります。 

  

①サービスの品質向上について 

当社では、デバッグサービスに従事する人材の定期的な教育研修のみならず、サービスレベルの属人

性を排除し、一定水準以上のサービス提供を確保するために、人材のスキル評価を定期的に行うととも

に、デバッグノウハウのデータベース化に注力し、コア競争力の構築に努めて参ります。 

②提供サービスの多様化について 

当社は、主としてコンシューマゲームソフトウェア、モバイル機器向けソフトウェア及びアミューズ

メント機器向けソフトウェアを中心にデバッグサービスを提供しております。 

当社が行う消費者的視点のデバッグサービスは、汎用性・応用性が高いサービスであるとの認識のも

と、過去に蓄積したデバッグノウハウ及び人的資源を有効活用することにより、提供サービスの多様化

に努め、持続的な収益の拡大に努めて参ります。 

③サービスの海外展開について 

海外展開につきましては、平成21年９月にロサンゼルス営業所を新設し、海外顧客に対する受注体制

の強化を図るとともに、「Facebook®、Twitter®向けソーシャルアプリ マーケティング・運用支援サー

ビス」や「Android®端末向けモバイルコンテンツデバッグサービス」等の新しいサービス提供も開始致

しました。 

 当社では、海外顧客からのデバッグサービスの受注のみならず、海外顧客の日本展開及び国内顧客の

海外展開に関わる支援サービスについても積極的に取り組み、デバッグサービスの収益力強化に努めて

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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参ります。 

  

 近年、幅広い製品分野における「不具合」の発生が社会問題化しております。このような状況下、当

社は、提供しているデバッグサービスの認知度の向上に努めるとともに以下のような点に留意し経営活

動に取り組んで参ります。 

①人材の確保及び教育 

当社は、顧客企業から依頼を受けたデバッグ業務を原則として、自社で確保、教育研修した人材で行

っており、顧客企業からの急な依頼にも応じられることを営業上の強みにしております。そのため、一

定のデバッグスキルを持った人材を常時確保していることが経営上、重要な課題であると認識しており

ます。 

(ⅰ)人材の確保 

 当社は、人的資源の確保の限界による機会損失の発生を回避するべく定期的な人材募集活動を行うと

ともに、営業拠点の増設という観点からだけではなく、人材の確保の観点からも事業所の戦略的な全国

展開を計画、実施しております。平成22年３月31日現在、本社を含め、大阪営業所、名古屋営業所等、

国内に７拠点の事業所展開を行っておりますが、今後もさらなる人材確保等の観点から事業所の全国展

開を計画しております。これにより、人材確保の困難性ないしは限界が企業成長の制約条件となること

のないように注力しております。 

(ⅱ)人材の短期育成 

急速な企業成長を支えるためには、テスター人材の即戦力化を図り安定的に良質なサービスを提供す

ることが不可欠であると認識しております。 

そのための施策として当社では、個々のテスターのスキルアップのための研修制度を整備し、すべて

のテスターに当該研修を受けることを義務付けております。 

 短期間で一定水準以上の業務スキルを身につけることが可能となるよう、計画的かつ体系的な研修シ

ステムを構築するとともに、人材戦略部において専属の研修担当者による継続的な仕組みづくりとその

運用に取り組んでおります。 

(ⅲ)高度な業務スキルとモチベーションの維持・確保 

企業の持続的な成長を実現するためには人材の確保と初期的な研修の実施だけではなく、より高度な

教育プログラムの実施と優秀な人材の定着化を図ることも肝要であると考えております。 

当社では、入社直後の初級研修にとどまらず、入社後一定期間を経過した者に対して、より上級の研

修を実施することにより、一層のデバッグスキルの向上を図って参ります。 

また、研修制度のみならず、スキル獲得後に生み出した業務上の成果に対しても適切な評価を実施

し、長期的な動機付けとなるような人事制度(スキル評価制度)のさらなる整備拡充を図り、運用して参

ります。 

さらに、優秀な人材を社員として登用することにより高度な業務スキルを持った人材の定着化を図っ

ており、今後も引き続き優秀な人材の確保に取り組んで参ります。 

②技術の蓄積と企業のブランド化 

 不具合の発生を未然に防止するという企業の信用の根幹に係る業務を顧客企業から安心してアウトソ

ースしていただくためには、高度なテスト技術及びノウハウを個々のテスターだけではなく当社組織内

にも十分に蓄積し、企業全体としてのブランド力を構築していくことが経営上の課題となると考えてお

(4) 会社の対処すべき課題
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ります。 

そのための具体的な施策として、過去のテストノウハウを網羅的かつ効率的に蓄積し、当社独自のノ

ウハウとして効果的に活用するためのデータベースの構築に取り組んでおります。当社では、総計46万

件(平成22年３月31日現在)を超える不具合事例をデータベース化しておりますが、今後もさらなるデー

タベースの蓄積を行いデバッグノウハウの蓄積に努めて参ります。 

当社のデバッグ業務は、プログラミング上のミスを自動的に検出するソフトウェアなどでは発見する

ことが困難若しくは不可能な不具合を、消費者的視点からひとつでも多く発見、検出することを目的と

しております。 

当社独自の充実したデバッグノウハウを蓄積しコア競争力にまで高めていくことにより、他企業に模

倣されない競争優位性を確立すべく努力して参ります。 

③サービス分野の多様化とサービスの海外展開 

現況における当社の事業収益の大部分は、エンタテインメント性のあるソフトウェア若しくはデジタ

ルコンテンツに関連したものとなっております。このため、当社の業績はゲーム業界、モバイルコンテ

ンツ業界、パチンコ・パチスロ業界といった特定の娯楽産業の市場動向に大きく依存しております。 

当社はこのような特定の産業への依存状況を回避するために、他の娯楽産業や娯楽産業以外の産業へ

の営業活動を推進しております。具体的には、ビジネス・ソフトウェアやデジタル家電といった組込み

型ソフトウェア等のデバッグ業務に、より一層注力していく所存であります。 

また、国内におけるサービス展開のみならず、海外へのサービス展開も長期持続的な成長を遂げてい

くためには取り組まねばならない経営課題のひとつと考えております。 

当社では、デバッグ事業における海外展開の推進を目的として海外事業部を中心に営業活動に注力

し、平成21年９月にはロサンゼルス営業所を開設し海外展開の拠点づくりに取り組んで参りました。 

今後も国外に開発拠点を置く日本企業あるいは外資系企業に対して積極的に営業活動を実施するとと

もに、日本企業の海外展開に関わる支援サービスについても積極的に取り組むことを通じて、当社の事

業活動の有用性と独自性を世界的にも訴求して参る所存であります。 
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 912,810 868,569

受取手形 20,942 7,800

売掛金 361,522 424,135

たな卸資産 － ※１ 230

前渡金 642 967

前払費用 26,048 26,861

繰延税金資産 27,760 20,925

その他 1,159 1,988

貸倒引当金 △994 △1,304

流動資産合計 1,349,892 1,350,174

固定資産

有形固定資産

建物 69,206 84,987

減価償却累計額 △18,015 △27,438

建物（純額） 51,190 57,548

車両運搬具 5,856 5,856

減価償却累計額 △3,862 △4,498

車両運搬具（純額） 1,994 1,357

工具、器具及び備品 35,663 62,783

減価償却累計額 △13,776 △27,280

工具、器具及び備品（純額） 21,886 35,503

有形固定資産合計 75,071 94,410

無形固定資産

商標権 2,707 2,406

ソフトウエア 53,870 52,364

ソフトウエア仮勘定 9,713 －

その他 1,980 2,485

無形固定資産合計 68,272 57,256

投資その他の資産

投資有価証券 145,899 143,313

繰延税金資産 8,475 1,982

敷金及び保証金 120,996 180,053

長期預金 100,000 100,000

保険積立金 － 22,651

投資その他の資産合計 375,372 448,001

固定資産合計 518,716 599,668

資産合計 1,868,608 1,949,842
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

未払金 22,134 20,988

未払費用 187,251 187,516

未払法人税等 228,710 81,169

未払消費税等 58,841 23,253

前受金 19,653 12,580

預り金 8,413 8,818

賞与引当金 22,586 16,473

その他 － 254

流動負債合計 547,591 351,055

負債合計 547,591 351,055

純資産の部

株主資本

資本金 272,573 272,677

資本剰余金

資本準備金 232,573 232,677

資本剰余金合計 232,573 232,677

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 816,483 1,093,953

利益剰余金合計 816,483 1,093,953

株主資本合計 1,321,629 1,599,307

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △612 △521

評価・換算差額等合計 △612 △521

純資産合計 1,321,017 1,598,786

負債純資産合計 1,868,608 1,949,842
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 3,378,382 3,416,326

売上原価 1,977,527 2,065,248

売上総利益 1,400,854 1,351,078

販売費及び一般管理費 ※１ 759,592 ※１ 829,699

営業利益 641,261 521,378

営業外収益

受取利息 2,361 732

有価証券利息 468 1,804

補助金収入 － 2,639

未払金取崩益 1,175 －

その他 1,857 3,092

営業外収益合計 5,863 8,269

営業外費用

支払利息 － 0

社債利息 92 －

投資事業組合運用損 2,749 2,739

為替差損 293 177

債権売却損 － 565

その他 82 －

営業外費用合計 3,217 3,483

経常利益 643,907 526,164

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 ※２ 1,226 ※２ 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

税引前当期純利益 637,632 535,750

法人税、住民税及び事業税 300,152 216,164

法人税等調整額 △10,342 13,266

法人税等合計 289,809 229,430

当期純利益 347,822 306,319
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（脚注） 

【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 1,756,761 88.8 1,799,397 87.1

Ⅱ 経費 ※１ 220,766 11.2 266,081 12.9

当期総サービス費用 1,977,527 100.0 2,065,479 100.0

期首仕掛品たな卸高 ― ―

合計 1,977,527 2,065,479

期末仕掛品たな卸高 ― 230

売上原価 1,977,527 2,065,248

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

消耗品費 41,012千円

地代家賃 117,210千円

通信費 20,572千円

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

消耗品費 33,924千円

地代家賃 131,706千円

通信費 35,479千円

―――――――――――

原価計算の方法

個別原価計算方式を採用しております。
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 272,461 272,573

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 112 104

当期変動額合計 112 104

当期末残高 272,573 272,677

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 232,461 232,573

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 111 103

当期変動額合計 111 103

当期末残高 232,573 232,677

資本剰余金合計

前期末残高 232,461 232,573

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 111 103

当期変動額合計 111 103

当期末残高 232,573 232,677

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 468,660 816,483

当期変動額

剰余金の配当 － △28,849

当期純利益 347,822 306,319

当期変動額合計 347,822 277,470

当期末残高 816,483 1,093,953

利益剰余金合計

前期末残高 468,660 816,483

当期変動額

剰余金の配当 － △28,849

当期純利益 347,822 306,319

当期変動額合計 347,822 277,470

当期末残高 816,483 1,093,953

株主資本合計

前期末残高 973,583 1,321,629

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 224 208

剰余金の配当 － △28,849

当期純利益 347,822 306,319

当期変動額合計 348,046 277,678

当期末残高 1,321,629 1,599,307
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △34 △612

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△577 90

当期変動額合計 △577 90

当期末残高 △612 △521

評価・換算差額等合計

前期末残高 △34 △612

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△577 90

当期変動額合計 △577 90

当期末残高 △612 △521

純資産合計

前期末残高 973,549 1,321,017

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 224 208

剰余金の配当 － △28,849

当期純利益 347,822 306,319

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △577 90

当期変動額合計 347,468 277,769

当期末残高 1,321,017 1,598,786
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４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

税引前当期純利益 637,632 535,750

減価償却費 28,758 41,275

長期前払費用償却額 357 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 518 310

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,617 △6,112

受取利息及び受取配当金 △2,361 △732

有価証券利息 △468 △1,804

支払利息 － 0

社債利息 92 －

為替差損益（△は益） 163 168

投資事業組合運用損益（△は益） 2,749 2,739

固定資産除却損 1,226 1,357

売上債権の増減額（△は増加） △53,774 △49,470

たな卸資産の増減額（△は増加） － △230

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,529 △1,963

未払金の増減額（△は減少） △20,415 5,773

未払費用の増減額（△は減少） 30,596 265

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,133 △35,090

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,905 △6,046

小計 648,202 486,187

利息及び配当金の受取額 2,359 2,534

利息の支払額 △184 △0

法人税等の支払額 △184,275 △364,326

営業活動によるキャッシュ・フロー 466,101 124,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100 －

有形固定資産の取得による支出 △38,798 △50,392

無形固定資産の取得による支出 △9,869 △7,980

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 △31,750 △69,546

敷金及び保証金の回収による収入 10,211 10,489

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,106 △140,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 5,000

短期借入金の返済による支出 － △5,000

社債の償還による支出 △50,000 －

株式の発行による収入 224 208

配当金の支払額 － △28,595

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,775 △28,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 △163 △168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 296,055 △44,240

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期末残高 ※１ 912,810 ※１ 868,569
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目

前事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

(1)満期保有目的の債券

取得原価によっております。

(2)その他有価証券

投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資(金融商品取引法

第２条第２項により有価証券とみな

されるもの)については、組合契約に

規定される決算報告日に応じて入手

可能な 近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法によ

っております。

(1)満期保有目的の債券

同左
(2)その他有価証券

同左

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 ―――――――――――
通常の販売目的で保有するたな卸資

産

仕掛品
評価基準は原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)、評価方法は
個別法によっております。

３．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ３～15 年

車両運搬具   ６ 年

工具、器具及び備品 ４～８ 年
 

(1)有形固定資産

同左

 

(2)無形固定資産

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

均等償却しております。

―――――――――――

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2)賞与引当金

同左

５．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

手元現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左

６．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企

業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士

協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適

用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

これによる損益に与える影響はありません。

―――――――――――

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

―――――――――――

(損益計算書)

 前事業年度において区分掲記していた営業外収益の

「未払金取崩益」(当事業年度223千円)は、営業外収

益総額の100分の10以下となったため、当事業年度で

は営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度末 
(平成21年３月31日)

当事業年度末 
(平成22年３月31日)

─────────

※１．たな卸資産の内訳

仕掛品 230千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は10％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は90％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 94,940千円

給与手当 253,177千円

法定福利費 41,052千円

減価償却費 

支払手数料

15,323千円

92,377千円

賞与引当金繰入額 14,495千円

貸倒引当金繰入額 909千円

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は10％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は90％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 98,600千円

給与手当 302,004千円

法定福利費

地代家賃

47,542千円

45,398千円

減価償却費 

支払手数料

22,560千円

77,766千円

賞与引当金繰入額 10,026千円

貸倒引当金繰入額 310千円

 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 987千円

工具、器具及び備品 239千円

合計 1,226千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,357千円

除却費用 270千円

合計 1,627千円
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、以下のとおりであります。 

 
  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末 

株式数

当事業年度 

増加株式数

当事業年度 

減少株式数

当事業年度末 

株式数

発行済株式

普通株式(株) 19,205 38,494 ― 57,699

  合計(株) 19,205 38,494 ― 57,699

自己株式

普通株式(株) ― ― ― ―

  合計(株) ― ― ― ―

株式分割による増加 38,414株

新株予約権の権利行使による増加 80株

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,849 500 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、以下のとおりであります。 

 
  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

前事業年度末 

株式数

当事業年度 

増加株式数

当事業年度 

減少株式数

当事業年度末 

株式数

発行済株式

普通株式(株) 57,699 78 ― 57,777

  合計(株) 57,699 78 ― 57,777

自己株式

普通株式(株) ― ― ― ―

  合計(株) ― ― ― ―

新株予約権の権利行使による増加 78株

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月24日 
定時株主総会

普通株式 28,849 500 平成21年３月31日 平成21年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 28,888 500 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 912,810千円

現金及び現金同等物 912,810千円
 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 868,569千円

現金及び現金同等物 868,569千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

 (借主側)

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

１．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

 (借主側)

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具、器具
及び備品

17,036 5,678 11,357

合計 17,036 5,678 11,357

 
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具、器具
及び備品

17,036 9,937 7,098

合計 17,036 9,937 7,098

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,241千円

１年超 7,279千円

合計 11,520千円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,335千円

１年超 2,943千円

合計 7,279千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 4,452千円

減価償却費相当額 4,259千円

支払利息相当額 303千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 4,452千円

減価償却費相当額 4,259千円

支払利息相当額 210千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に 

ついては、利息法によっております。

 

―――――――――――

 

  

 

 

(5) 利息相当額の算定方法

同左 

  

 

２．オペレーティング・リース取引

 (借主側)

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年以内 72,180千円

１年超 134,848千円

合計 207,028千円
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

【関連当事者情報】
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

 

(繰延税金資産)

未払事業税 17,066千円

貸倒引当金 295千円

賞与引当金 10,398千円

減価償却 215千円

一括償却資産 7,469千円

その他 790千円

繰延税金資産合計 36,236千円

 
 

(繰延税金資産)

未払事業税 7,518千円

貸倒引当金 73千円

賞与引当金 6,703千円

減価償却 97千円

一括償却資産 5,086千円

その他 3,475千円

繰延税金資産合計 22,955千円

 

 

(繰延税金負債)

 繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 36,236千円

 
 

(繰延税金負債)

 保険積立金 47千円

 繰延税金負債合計 47千円

繰延税金資産の純額 22,907千円

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

住民税均等割 0.4％

留保金課税 4.2％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.5％

 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

住民税均等割 0.6％

留保金課税 2.3％

過年度法人税等

その他

△1.3％

0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8％
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年３月10日)及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日)を適用してお

ります。 

  

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資

産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については運転資金及び

少額の設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。 

  

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

①営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクにつ

いては、当社与信管理規程に基づき、顧客企業の信用状況を定期的に把握するとともに、債権残高を

随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。 

②投資有価証券のうち満期保有目的の債券は、金融機関により発行された劣後特約の付された期限

前償還条項付無担保社債であります。当該債券は元利金の受取りにつき発行企業の信用リスクに晒さ

れておりますが、発行企業は格付けの高い企業であるため信用リスクは僅少であると判断しておりま

す。 

③投資有価証券のうちその他有価証券は、投資事業有限責任組合への出資であり、当該組合は主と

して国内の未上場企業への投資を行っております。 

未上場企業は一般に景気の動向の変動を受けやすく、経営資源にも限界があるため、組入れられた

株式の発行企業の経営状況及び財務状況の変化に伴い、組合の投資収益に悪影響を及ぼすおそれがあ

り、ひいては出資元本を割り込むリスクがあります。 

また、当該組合に対する出資の払い戻しは原則としてできず、組合員たる地位の譲渡にも制限があ

るため、当該出資は、流動性リスクに晒されております。 

当社では、当該組合が投下資本の増殖回収を図るという事業目的を適切に遂行しているかどうか、

また、リスクが肥大化していないかどうかにつき、組合管理者の組合契約及び投資方針の遵守状況の

定期的な把握とそれらの取締役会への報告を通じて、リスク管理を実施しております。 

④敷金及び保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されており

ます。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽

減を図っております。 

⑤長期預金は、期日前解約特約付変動金利定期預金でデリバティブを含む複合金融商品でありま

す。当該複合金融商品は相手先の契約不履行による信用リスクに晒されておりますが、当社が利用し

ている複合金融商品の相手先は、信用度の高い国内の銀行であり信用リスクは僅少であると判断して

おります。 

 複合金融商品の利率につきましては、為替連動となっており為替変動リスクがありますが、為替連

(金融商品関係)

(追加情報)
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動の利率については下限金利が設定されております。 

また、当社は違約金を払わなければ中途解約できないという約定になっているため、中途解約の時

期によっては支払う違約金の額が預金元本を毀損するリスクを有しておりますが、当社から中途解約

をする予定はありません。 

当社のデリバティブ取引の実行及び管理は管理部門が取締役会の承認に基づいて行っております。

⑥営業債務である未払金及び未払費用、未払法人税等、未払消費税等並びに預り金は、そのほとん

どが１年以内の支払期日であります。これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社ではキャ

ッシュ・フローの予算管理等を通じて、当該リスクを軽減しております。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

該当事項はありません。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

当事業年度末現在(平成22年３月31日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりとなっております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含

まれておりません((注２)参照)。 

(単位：千円)

 
(※１)受取手形及び売掛金につきましては、一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(※２)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

  

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

(3) 投資有価証券 

投資有価証券のうち満期保有目的の債券の時価について、取引金融機関から提示された価格によっ

ております。 

なお、当該債券の種類は単一の社債であり、当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま

せん。 

貸借対照表計上額 ※２ 時価 ※２ 差額

(1)現金及び預金 868,569 868,569 ―

(2)受取手形及び売掛金  ※１ 430,630 430,630 ―

(3)投資有価証券

   満期保有目的の債券 50,000 50,738 738

(4)敷金及び保証金 180,053 139,840 △40,213

(5)長期預金 100,000 96,691 △3,308

(6)未払金及び未払費用 (208,505) (208,505) ―

(7)未払法人税等 (81,169) (81,169) ―

(8)未払消費税等 (23,253) (23,253) ―

(9)預り金 (8,818) (8,818) ―
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(4) 敷金及び保証金 

時価については、将来キャッシュ・フローを期末から返還までの見積り期間に基づき、国債の利回

り等適切な指標にスプレッドを上乗せした利率で割引いた現在価値により算定しております。 

(5) 長期預金 

時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

(6) 未払金及び未払費用、(7) 未払法人税等、(8)未払消費税等及び(9)預り金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

  

(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

(単位：千円)

 
(注) 投資事業有限責任組合への出資には、当該投資事業組合が保有する「その他有価証券」に対する時価評価額(持

分相当額△878千円)を含んでおります。 

上記につきましては、市場価格がなく、当該組合財産に未上場企業が発行した株式等が含まれており、

時価を把握することが極めて困難と認められるため「(３)投資有価証券」には含めておりません。 

  

(注３)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

(単位：千円)

 
(※１)期限前償還特約により償還された場合、償還時期は１年超５年以内となる可能性があります。 

(※２)無限責任社員の判断により運用期間が２年延長となる可能性があります。その場合においても償還時期は５年

超10年以内となっております。 

(※３)期日前解約特約により解約となった場合、償還時期は1年以内及び１年超５年以内となる可能性があります。 

  

区分 貸借対照表計上額

投資事業有限責任組合への出資 93,313

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 868,569 ― ― ―

受取手形及び売掛金 431,935 ― ― ―

投資有価証券

満期保有目的の債券(社債)

※１
― ― 50,000 ―

その他有価証券のうち満期

があるもの(投資事業有限

責任組合への出資) ※２

― ― 93,313 ―

敷金及び保証金 4,850 ― 23,589 151,613

長期預金 ※３ ― ― 100,000 ―

合計 1,305,355 ― 266,902 151,613
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前事業年度(平成21年３月31日) 

１．時価評価されていない有価証券 

 
(注) １．社債につきましては、利率は年3.60％、償還期限は平成28年12月26日であります。また、期限前償還条項及

び劣後特約が付されております。 

２．投資事業有限責任組合への出資には、当該投資事業組合が保有する「その他有価証券」に対する時価評価額

(持分相当額△1,032千円)を含んでおります。 

  

２．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
  

当事業年度 

１．満期保有目的の債券(平成22年３月31日) 

(単位：千円)

 
(注) 社債につきましては、利率は3.60％、償還期限は平成28年12月26日であります。また、期限前償還条項及び劣

後特約が付されております。 

  

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額(千円)

(1)満期保有目的の債券

 社債 50,000

小計 50,000

(2)その他有価証券

 投資事業有限責任組合への出資 95,899

小計 95,899

合計 145,899

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

満期保有目的の債券

 社債
― ―

50,000
―

合計 ― ― 50,000 ―

区分
貸借対照表日における
貸借対照表計上額

貸借対照表日における 
時価

差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

 社債 50,000 50,738 738

時価が貸借対照表計上額を超えないもの ― ― ―

合計 50,000 50,738 738
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

当社が利用している取引は、期日前解約特約付変動金利定期預金でデリバティブを含む複合金融商

品であります。 

  

(2) 取引の利用目的等及び取引に関する取組方針 

当社は余資運用目的の範囲内で、安全性の高い複合金融商品を利用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

  

(3) 取引にかかるリスクの内容 

当社が利用している複合金融商品の契約の相手先は、信用度の高い国内の銀行であり、相手先の契

約不履行によるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断しております。 

複合金融商品の為替連動の利率については下限金利が設定されております。また、当社は違約金を

払わなければ中途解約できないという約定になっているため、中途解約の時期によっては支払う違約

金の額が預金元本を毀損するリスクを有しておりますが、当社から中途解約をする予定はありませ

ん。  

  

(4) 取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引の実行及び管理は管理部門が取締役会の承認に基づいて行っております。

  

２．取引の時価に関する事項 

期日前解約特約付変動金利定期預金は、時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対象から除

いております。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

該当事項はありません。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．関連会社に関する事項 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

２．開示対象特別目的会社に関する事項 

当社は、開示対象特別目的会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．関連会社に関する事項 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

２．開示対象特別目的会社に関する事項 

当社は、開示対象特別目的会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  

(持分法投資損益等)

㈱デジタルハーツ(3620) 平成22年３月期 決算短信（非連結）

－ 40 －



前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、各

数値の調整を行っております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
(注) 当事業年度(平成21年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、各

数値の調整を行っております。 

  

(ストック・オプション等関係)

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び

人数

当社取締役 ３名 当社取締役 １名

当社従業員 32名 当社従業員 ３名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数  
普通株式(注) 2,076株

 
普通株式(注) 90株

付与日 平成18年３月２日 平成18年10月27日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間 平成20年４月１日～平成26年３月31日 平成20年11月１日～平成26年10月31日

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

権利確定前  (株)

前事業年度末 2,034 78

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 768 36

未確定残 1,266 42

権利確定後  (株)

前事業年度末 ― ―

権利確定 768 36

権利行使 84 ―

失効 ― ―

未行使残 684 36
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②単価情報 

 
(注) 当社は、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、

各数値の調整を行っております。 

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年第２回ストック・オプションは付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していな

かったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによ

っております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF方式

によっております。 

  

３．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計

額 

当事業年度末における本源的価値の合計額  9,957千円 

なお、本源的価値の算定においては、当事業年度末における株価の終値をもって算定しております。 

  

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

権利行使価格  (円) 2,667 38,334

行使時平均株価 (円) 154,364 ―

付与日における公正 

な評価単価   (円)
― ―
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、各

数値の調整を行っております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
(注) 当事業年度(平成22年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

なお、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、各

数値の調整を行っております。 

  

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び

人数

当社取締役 ３名 当社取締役 １名

当社従業員 32名 当社従業員 ３名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数  
普通株式(注) 2,076株

 
普通株式(注) 90株

付与日 平成18年３月２日 平成18年10月27日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の割当を受けた者は、権利
行使時においても、当社の取締役、監査
役または従業員の地位にあることを要す
る。新株予約権者が死亡した場合、相続
人はこれを行使できるものとする。
その他の条件については、株主総会及

び取締役会決議に基づき、当社と対象者
との間で締結する「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間 平成20年４月１日～平成26年３月31日 平成20年11月１日～平成26年10月31日

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

権利確定前  (株)

前事業年度末 1,266 42

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 654 24

未確定残 612 18

権利確定後  (株)

前事業年度末 684 36

権利確定 654 24

権利行使 78 ―

失効 ― ―

未行使残 1,260 60
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②単価情報 

 
(注) 当社は、平成18年12月14日付で株式の分割(1：2)、平成20年10月１日付で株式の分割(1：3)を実施しており、

各数値の調整を行っております。 

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年第２回ストック・オプションは付与日時点において、当社は株式を証券取引所に上場していな

かったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによ

っております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、DCF方式

によっております。 

  

３．ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計

額 

当事業年度末における本源的価値の合計額  8,756千円 

なお、本源的価値の算定においては、当事業年度末における株価の終値をもって算定しております。 

  

平成18年 第１回 

ストック・オプション

平成18年 第２回 

ストック・オプション

権利行使価格  (円) 2,667 38,334

行使時平均株価 (円) 218,715 ―

付与日における公正 

な評価単価   (円)
― ―
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

(賃貸等不動産)
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 22,894円98銭 27,671円68銭

１株当たり当期純利益 6,035円86銭 5,303円32銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益

5,828円90銭 5,132円10銭

 

当社は、平成20年10月１日付で普

通株式１株に対し普通株式３株の割

合で株式分割を実施しております。

前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における前事業年度

の(１株当たり情報)の各数値は以下

のとおりであります。

１株当たり純資産額 16,897円50銭

１株当たり当期純利
益

3,314円10銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

3,186円94銭

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 347,822 306,319

普通株式に係る当期純利益(千円) 347,822 306,319

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 57,626 57,760

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳(株)
 新株予約権

 
  
 

2,046

  
 

1,927

普通株式増加数(株) 2,046 1,927

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に含まれなかった潜在株式
の概要

――――――――――― ―――――――――――
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

①生産実績 

事業の特性上、該当事項はありません。 

②受注実績 

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。 

③販売実績 

当事業年度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． 近２事業年度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は、次のとおりであ

ります。 
 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当事業年度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。 

  

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

事業部門

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日) 前年同期比(％)

金額(千円) 金額(千円)

コンシューマゲームリレーション事業部門 2,136,399 1,964,677 92.0

モバイルリレーション事業部門 508,936 493,193 96.9

アミューズメント機器リレーション事業部門 733,047 958,456 130.7

合計 3,378,382 3,416,326 101.1

相手先

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社カプコン 367,311 10.9 ― ―
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