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1. 平成23年３月期第３四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 ％

23年３月期第３四半期 2,999 17.2 409 8.6 408 7.0 226 5.1

22年３月期第３四半期 2,559 0.9 376 △23.9 381 △23.0 215 △19.4

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

23年３月期第３四半期 3,920. 48 3,797. 68

22年３月期第３四半期 3,734. 20 3,613. 09

 (2) 財政状態

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

23年３月期第３四半期 2,240 1,796 80.2 31,074. 69

22年３月期 1,949 1,598 82.0 27,671. 68

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 1,796百万円 22年３月期 1,598百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ― 0. 00 ― 500. 00 500. 00

23年３月期 ― 0. 00 ―

23年３月期(予想) 500. 00 500. 00

3. 平成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、対前期増減率)

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

通期 4,068 19.1 620 19.0 618 17.6 330 7.9 5,720. 05



 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

  

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、四半期決

算短信（添付資料）６ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】７ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期３Ｑ 57,807株 22年３月期 57,777株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ ―株 22年３月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 57,797株 22年３月期３Ｑ 57,754株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第３四半期累計期間(自平成22年４月１日 至平成22年12月31日)におけるわが国経済は、中国をは

じめとした新興国の経済成長に牽引され、企業収益の改善傾向が見られたものの、急激な円高や企業の

設備投資抑制により、経済環境の回復ペースが鈍化しています。また、一部で見られた耐久消費財の駆

け込み需要の反動による個人消費の低迷や、依然として解決しない雇用情勢等への不安から、景気の先

行き不透明感も継続しております。 

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と、消費活動

の成熟化に伴い多様化するユーザーの嗜好にも十分な訴求力を持つ製品需要に対応するため、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かつスピーディに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、高品質かつ迅速な製品の開発に経営

資源を集中させ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、昨年に発生した日本大手メーカーによる世界規模での製品リコール問題の発生に伴い、様々な

製品の不具合が注目されるようになり、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ユーザー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。 

業務体制におきましては、営業体制の強化、ユーザーデバッグサービスの品質向上、海外展開の促進

及び迅速な意思決定と経営効率の向上を図る目的から、「デバッグ事業本部」を「営業本部」、「業務

本部」、「海外事業本部」の３本部に分割し、従前からの「管理本部」と合わせて４本部体制と致しま

した。 

また、平成22年５月には、今後の事業拡大に伴う人員増加への対応及び本社の継続的な業務効率確保

を勘案し、本社を渋谷区笹塚から新宿区西新宿に移転致しました。これに伴い、旧本社を東京都内にお

けるデバッグ業務の中心拠点とし、名称を「笹塚Lab.(ラボ）」に変更致しました。 

さらに、当社は日本及び海外のゲームソフトメーカーにおけるグローバル市場での発売を意識したゲ

ーム開発の流れに対応すべく、平成22年11月には欧州市場を中心とした海外市場に強みを持つ株式会社

アクティブゲーミングメディアとの業務提携を実現し、ローカライズサービスの競争力を高めるととも

に海外顧客チャネルの拡大に取り組みました。 

また、SNS市場の急速な拡大に対応すべく、平成22年12月には株式会社ビットアイルとの協業を実現

し、当社のソーシャルアプリ検証サービスを株式会社ビットアイルのインフラサービスと組み合わせ、

より利用しやすくパッケージ化することで、急速に増加しているソーシャルアプリケーションプロバイ

ダーに対して企画から配信までの期間の短縮化やサービス品質の維持・向上といった課題を解決すべく

ソリューション提供を開始し、顧客チャネルの拡大に取り組んで参りました。 

以上のような多方面にわたる施策の結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,999,131千円(前年同四

半期比17.2％増)、営業利益は409,189千円(前年同四半期比8.6％増)、経常利益は408,582千円(前年同

四半期比7.0％増)、四半期純利益は226,592千円(前年同四半期比5.1％増)となりました。 

 なお、当社はデバッグ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はございません。事

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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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。 

  

コンシューマゲーム市場におきましては、「ポケットモンスター®ブラック・ホワイト」や「モンス

ターハンターポータブル® 3rd」、「Wii® Party」といった人気シリーズの続編タイトルが市場全体を

押し上げたものの、当第３四半期累計期間に発売されたゲームソフトは前年同四半期に発売された販売

数には至らず、ゲームソフトの販売市場規模は前年同四半期比94.0％(平成22年12月末時点、エンター

ブレイン調べ)と減少となりました。一方、日本のゲームソフトメーカーにおきましては、海外市場を

見据えたグローバル展開及びSNS・スマートフォンの台頭によるカジュアルゲームへの対応等、様々な

環境変化に順応することが一層求められるようになってきており、平成22年９月に開催された東京ゲー

ムショウ2010では、人気タイトルのオンライン版や、スマートフォン向けタイトルの出展増加が目立つ

等、ゲーム業界の本格的なマルチプラットフォーム化が進んでおります。 

このような状況のもと、当社では新型ハードウェアや新しく登場した周辺機器に対応するゲームソフ

トの受注活動に努めるべく、蓄積されたノウハウや経験を活かしたユーザーデバッグサービスを提供す

ることで、既存顧客の満足度を高めることに注力致しました。その取り組みの一環として、平成22年８

月にXbox360®の「Kinect™」専用テストブースをゲームソフトメーカーに先駆けて開設し、本格的に受

注が見込まれる新型ハードウェアに対応可能なデバッグ体制をいち早く構築致しました。 

海外展開におきましては、欧州市場を中心に質の高いローカライズサービスを提供している株式会社

アクティブゲーミングメディアとの業務提携を行うことで、ローカライズサービスを強化するととも

に、営業活動の相互協力により海外の新規顧客開拓や既存顧客の海外配信需要への対応に注力致しまし

た。 

しかしながら、新型ハードウェアの発売に合わせてゲームソフトの開発及び発売スケジュールの変更

が見られたことや、一部のゲームソフトメーカーにおいては前事業年度の業績不振の影響を一部当事業

年度に持ち越したことにより、販売タイトル数の大幅な回復には至りませんでした。これに対し当社で

は、前述した新サービスの開発や海外案件の受注促進等による積極的な営業活動により、当社業績への

影響を 小限にとどめるよう取り組んで参りました。 

その結果、当第３四半期累計期間のコンシューマゲームリレーション事業部門の売上高は1,427,898

千円(前年同四半期比3.2％減)となり、前年同四半期累計期間とほぼ同水準を維持することができまし

た。 

  

モバイル市場におきましては、市場の飽和や経済環境の悪化による端末の買い控え、端末購入方式の

変化に伴う買い替え期間の長期化等の影響により市場動向は不安定な状況が続いているものの、平成22

年４月から11月までの携帯電話国内出荷台数は2,169万台(前年同期比107.2％)と増加し、市場の回復傾

向が見られました(社団法人電子情報技術産業協会調べ)。 

また、長期契約ユーザーの更新が通年で発生することに加え、スマートフォンやモバイルデータ通信

サービスで利用されるワイヤレスブロードバンドサービスの市場が本格的に立ち上がり始めたことによ

り、国内における携帯電話の契約数は約１億1,706万契約(平成22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拡大しております。 

 さらに、iPad™をはじめとする新型デバイスの台頭により、スマートフォン等のタブレット式情報端

①コンシューマゲームリレーション事業部門

②モバイルリレーション事業部門
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末は従来までの動画、ゲーム、電子書籍、Webサーフィンを楽しむ娯楽用途に加え、ビジネス用途等の

様々な分野での活用が期待されており、新型端末市場においても活況を呈しております。 

加えて、日本国内の主要SNSプラットフォームがオープン化されたことに伴い、個人から大手ゲーム

会社まで様々な開発ベンダーがコンテンツ制作に参入しており、昨今ではゲーム性を重視した有料コン

テンツやアイテム課金コンテンツの増加傾向も相高まり、コンテンツ配信市場は一層の盛り上がりを見

せております。 

このような状況のもと、当社では飛躍的に拡大しつつあるSNS市場において、スピーディかつ高品質

なソーシャルアプリケーション開発を支援するため、インフラサービスに強みを持つ株式会社ビットア

イルと協業することで販路拡大に取り組むとともに、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。また、平成22年４月に「Android®端末向けモバイルコンテンツデバッグサービス」を開始

し、急速に拡大しつつあるAndroid®端末市場における受注活動を行うことで、市場変化に伴い発生した

新たなビジネスチャンスを積極的に取り込んで参りました。これにより、前事業年度から新サービスの

開発として注力してきたスマートフォン市場へのアプローチが実を結びつつあり、新規案件の受注増加

や継続案件の増加につながりました。 

その結果、当第３四半期累計期間のモバイルリレーション事業部門の売上高は476,015千円(前年同四

半期比39.4％増)と前年同四半期を大幅に上回ることができました。 

  

パチンコ・パチスロ市場におきましては、平成21年のパチンコ・パチスロ市場規模が21兆650億円と

前年より縮小したものの、パチンコの参加人口は低玉貸し営業の活況等により1,720万人(前年比140万

人増)と堅調に推移致しました(平成22年７月、レジャー白書2010)。また、パチスロ機におきましては

新たなユーザー層を獲得するために各メーカーが開発努力を進めたことにより、市場環境には回復の兆

しが見られました。 

こうした環境変化の中、パチンコ・パチスロの遊技機におきましては、メーカーや開発会社は、引き

続きファン層拡大につながるゲーム性豊かな遊技機開発に注力する傾向にありました。その結果、遊技

機の液晶演出や電飾演出の複雑化等に伴い組み込むプログラムが肥大化し、デバッグに要する作業工数

が増加致しました。 

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

い、その一環として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独自のモニタリン

グサービスである「DH EYE」の提案等、差別化を図る営業活動を推進して参りました。 

また、既存顧客との関係を強化することで、通常のユーザーデバッグ工程のより上流にあたる開発工

程に対してソリューション提案を行い、既存顧客の満足度向上に貢献するとともに、効果的なユーザー

デバッグの提案及び実行を通じて、新規顧客に対しても高品質なサービスの提供に努めました。 

このような活動を通して、コンシューマゲームリレーションで培ったゲーム性の高いコンテンツに対

するデバッグ品質が評価され、安定的な継続案件の受注に至りました。 

その結果、当第３四半期累計期間のアミューズメント機器リレーション事業部門の売上高は

1,095,216千円(前年同四半期比47.6％増)と前年同四半期を大幅に上回ることができました。 

  

 なお、当社の平成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

③アミューズメント機器リレーション事業部門
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企業のソフトウェア開発時期等に起因して第３四半期会計期間に集中する傾向があります。 

  

流動資産の残高は1,627,517千円となり、前事業年度末における流動資産1,350,174千円に対し、

277,343千円の増加(前期比20.5％増)となりました。 

これは、主として現金及び預金が182,245千円増加したこと並びに受取手形及び売掛金が87,835千円

増加したことによるものであります。 

固定資産の残高は612,535千円となり、前事業年度末における固定資産599,668千円に対し、12,866千

円の増加(前期比2.1％増)となりました。 

これは、主として賃貸人都合による札幌Lab．(ラボ)の移転等に伴う敷金の返還等により投資その他

の資産が15,407千円減少した一方で、事業規模の拡大に伴い実施した本社移転、札幌Lab．(ラボ)の移

転等に伴い有形固定資産が30,882千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443,717千円となり、前事業年度末における流動負債351,055千円に対し、92,661千

円の増加(前期比26.4％増)となりました。 

これは、主として未払費用が59,732千円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債につきましては、当第３四半期会計期間末、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1,796,334千円となり、前事業年度末における純資産1,598,786千円に対し、197,548

千円の増加(前期比12.4％増)となりました。 

これは、主として１株当たり500円の期末配当を実施したことにより利益剰余金が28,888千円減少し

た一方で、四半期純利益の計上により利益剰余金が226,592千円増加したことによるものであります。 

  

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1,050,815千円と

なり、前事業年度末における資金868,569千円に対し、182,245千円の増加となりました。 

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。 

  

営業活動の結果得られた資金は276,106千円(前年同四半期は97,050千円の支出)となりました。 

 これは、主として税引前四半期純利益413,740千円、未払費用の増加額59,732千円及び減価償却費

39,882千円等の資金増加項目が、法人税等の支払額185,046千円及び売上債権の増加額87,835千円等の

資金減少項目を上回ったことによるものであります。 

  

投資活動の結果支出した資金は65,150千円(前年同四半期は132,981千円の支出)となりました。 

(2) 財政状態に関する定性的情報

(資産)

(負債)

(純資産)

(キャッシュ・フローの状況の分析)

(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)
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これは、主として事業規模の拡大に伴い実施した本社移転、賃貸人都合による札幌Lab.(ラボ)の移転

等に伴う有形固定資産の取得による支出59,531千円、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出

12,255千円及び札幌Lab.(ラボ)の移転等に伴う敷金及び保証金の差入による支出8,216千円等の資金減

少項目が、札幌Lab.(ラボ)の移転及び大阪営業所賃借契約条件変更等に伴う敷金及び保証金の回収によ

る収入23,152千円等の資金増加項目を上回ったことによるものであります。 

  

財務活動の結果支出した資金は28,606千円(前年同四半期は28,374千円の支出)となりました。 

これは、主として配当金の支払額28,686千円等によるものであります。 

  

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年４月28日に公表致しました業績予想を据え

置いております。なお、当社は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

った環境変化の激しい娯楽市場に拠っているため、市場動向に大きな変動が生じた場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

(3) 業績予想に関する定性的情報

㈱デジタルハーツ(3620)　平成23年３月期　第３四半期決算短信(非連結)

― 6 ―



《簡便な会計処理》 

固定資産の減価償却費の算定方法 

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出する方法によっております。 

《特有の会計処理》 

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日)を適用しております。 

これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ1,805千円減少し、税引前四

半期純利益は10,190千円減少しております。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,050,815 868,569

受取手形及び売掛金 519,770 431,935

たな卸資産 701 230

その他 57,479 50,743

貸倒引当金 △1,249 △1,304

流動資産合計 1,627,517 1,350,174

固定資産

有形固定資産 125,292 94,410

無形固定資産 54,648 57,256

投資その他の資産 432,593 448,001

固定資産合計 612,535 599,668

資産合計 2,240,052 1,949,842

負債の部

流動負債

未払費用 247,249 187,516

未払法人税等 80,199 81,169

賞与引当金 12,845 16,473

その他 103,423 65,895

流動負債合計 443,717 351,055

負債合計 443,717 351,055

純資産の部

株主資本

資本金 272,717 272,677

資本剰余金 232,717 232,677

利益剰余金 1,291,657 1,093,953

株主資本合計 1,797,091 1,599,307

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △756 △521

評価・換算差額等合計 △756 △521

純資産合計 1,796,334 1,598,786

負債純資産合計 2,240,052 1,949,842
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 2,559,140 2,999,131

売上原価 1,556,574 1,828,012

売上総利益 1,002,566 1,171,118

販売費及び一般管理費 625,766 761,928

営業利益 376,799 409,189

営業外収益

受取利息 1,946 1,605

補助金収入 2,639 －

その他 2,837 1,255

営業外収益合計 7,423 2,860

営業外費用

投資事業組合運用損 1,730 1,597

為替差損 181 811

債権売却損 － 1,002

その他 342 56

営業外費用合計 2,253 3,468

経常利益 381,969 408,582

特別利益

保険解約返戻金 19,178 －

受取補償金 － 25,482

特別利益合計 19,178 25,482

特別損失

固定資産除却損 1,627 6,810

事務所移転費用 2,013 2,616

本社移転費用 － 2,512

過年度給与等 5,951 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,384

特別損失合計 9,593 20,324

税引前四半期純利益 391,554 413,740

法人税、住民税及び事業税 154,350 188,288

法人税等調整額 21,538 △1,139

法人税等合計 175,889 187,148

四半期純利益 215,665 226,592
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 391,554 413,740

減価償却費 29,723 39,882

貸倒引当金の増減額（△は減少） 542 △55

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,455 △3,628

受取利息及び受取配当金 △1,946 △1,605

為替差損益（△は益） 221 104

投資事業組合運用損益（△は益） 1,730 1,597

固定資産除却損 1,357 6,810

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,384

売上債権の増減額（△は増加） △156,907 △87,835

たな卸資産の増減額（△は増加） △115 △470

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,815 △9,291

未払金の増減額（△は減少） 5,783 6,636

未払費用の増減額（△は減少） 44,087 59,732

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,071 12,825

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,053 12,277

小計 264,744 459,105

利息及び配当金の受取額 2,358 2,047

法人税等の支払額 △364,152 △185,046

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,050 276,106

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 △43,131 △59,531

無形固定資産の取得による支出 △7,995 △12,255

保険積立金の積立による支出 △22,651 △7,393

敷金及び保証金の差入による支出 △69,546 △8,216

敷金及び保証金の回収による収入 10,344 23,152

その他 － △904

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,981 △65,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 208 80

配当金の支払額 △28,582 △28,686

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,374 △28,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 △104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,627 182,245

現金及び現金同等物の期首残高 912,810 868,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 654,182 1,050,815
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当第３四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

当社はデバッグ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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) セグメント情報

(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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当社はデバッグ事業の単一セグメントであるため、セグメントごとではなく事業部門別に記載しており

ます。 

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事業部門別に示すと、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．前第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以上である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。また、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

トウェア開発時期等に起因して第３四半期会計期間に集中する傾向があります。 

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

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22年４月１日
至 平成22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 1,427,898 96.8

モバイルリレーション事業部門 476,015 139.4

アミューズメント機器リレーション事業部門 1,095,216 147.6

合計 2,999,131 117.2

相手先

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 ― ― 334,238 11.1
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