
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 エイチアイ 上場取引所 大 
コード番号 3846 URL http://www.hicorp.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 兼 CEO （氏名） 川端 一生
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部門長 （氏名） 星和彦 TEL 03-3710-2985
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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

 

(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 ％

23年3月期第3四半期 1,323 △19.0 △123 ― △135 ― △154 ―
22年3月期第3四半期 1,634 29.5 △27 ― △41 ― △74 ―

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 △5,302.09 ―
22年3月期第3四半期 △2,617.03 ―

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 2,272 1,935 85.2 63,227.32
22年3月期 2,065 1,903 92.2 66,669.81

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,935百万円 22年3月期  1,903百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,263 0.2 70 2.7 70 33.1 63 ― 2,200.97



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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きの対象外です。なお、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きは終了しています。 

※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、
【添付資料】P.3 「1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （3）連結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】P.4 「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 30,612株 22年3月期  28,544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 29,108株 22年3月期3Q 28,539株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益は緩やかな回復基調にあるものの、依然として雇用情

勢および所得環境の回復が厳しく、円高やデフレの長期化などにより、先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような環境の中、当社グループの事業のこれまでの収益の中心であった携帯端末関連市場は、国内・海外とも

に、スマートフォンの出荷台数が大幅に増加しており、携帯端末全体の出荷台数が回復し、前年の水準を上回る勢い

となっております。スマートフォンの普及速度は当初の予想を超える速さとなり、当社を取り巻く事業環境は急速に

変化しております。 

 当社グループは中期的な戦略として、携帯端末の出荷台数に左右されない事業基盤の確立を目指して、携帯端末以

外のデジタル家電機器分野等への事業展開を継続・拡大しており、新たな事業の柱として一定の成果が現れ始めてお

ります。 

また、当社グループの有する技術の対価としてデバイスからの収益獲得のみならずサービス領域からの収益獲得を

目指し、収益基盤としてのハードウエアプラットフォームに代わる新たな収益基盤としてのサービスプラットフォー

ムとして、特にＳＮＳ分野への技術提供・サービス提供を強化しております。その戦略の一環として、国内大手ＳＮ

Ｓ事業者である株式会社ディー・エヌ・エーとの関係を強化し協業体制を推進する目的で、同社に対する第三者割当

増資を実施しました。 

 ミドルウェア事業においては、主力製品である「MascotCapsule®」を国内外の携帯端末及び携帯端末向けチップへ

の提供を継続し、携帯端末等でユーザーインターフェースの３Ｄ演出を容易に実現できるライブラリィ「3DView 

package™」等の拡張機能の提供も継続しております。また、デジタル家電機器への「MascotCapsule®」の提供も本格

的に開始しております。 

新製品としましては、韓国ネオエムテル社と共同で、２Ｄベクターグラフィックスと３Ｄグラフィックスをサポー

トした組込み機器向けUI開発ソリューション「HIVE」（ハイヴ）を開発し、販売を開始しました。また、アンドロイ

ド環境で容易に３Ｄグラフィックスをアプリケーションに加えることを可能にすることができる「MascotCapsule® 

Style３Ｄ」および立体視用の画像を自動生成する「MascotCapsule® eruptionST」等の販売を開始、採用が進みまし

た。 

 アプリケーション事業においては、中期戦略として取り組んでおります「継続的なサービスによる収益獲得を実現

するビジネスモデルの確立」を進める中で、当社の強みである３Ｄグラフィックスの技術やキャラクターデザイン等

を活かし、サービスのプラットフォームに「MascotCapsule®」を活用したアバター関連事業の拡大に注力してまいり

ました。当社が運営するゲーム事業のHIGP（HI Games & Publishing）は、ペット育成を通じてユーザー間のコミュ

ニケーションにスポットを当てた“Communi-Pets（コミュペッツ）”シリーズの第一弾としてiPhone、iPod touch向

けアプリケーション「Ham Touch!」とiPad向けアプリケーション「Ham Touch! For iPad」の配信を開始いたしまし

た。また、サービスプラットフォーム受託やサービス開発、ゲームコンテンツ受託による受託開発の受注獲得および

売上の拡大に取り組んだことにより安定的な継続案件の受注に至りました。 

  以上の施策の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,323百万円（前年同四半期比19.0％減）となりまし

た。営業損益につきましては、総費用（売上原価、販売費及び一般管理費）についてのコストダウンの徹底と業務

効率の向上を図り、123百万円の営業損失（前年同四半期は27百万円の営業損失）となりました。経常損益につきま

しては、円高の影響による為替差損11百万円が発生した為、135百万円の経常損失（前年同四半期は41百万円の経常

損失）となりました。四半期純損益につきましては、市場販売目的ソフトウエアの一部11百万円を減損損失として

計上した結果、154百万円の四半期純損失（前年同四半期は74百万円の四半期純損失）となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

① ミドルウェア事業 

当第３四半期連結累計期間においては、ミドルウェア事業の中心である国内ライセンス収入は、中期戦略として

取り組んでまいりました、家電等からのライセンス収入の計上が本格化し、大幅に増加いたしました。しかしなが

ら、前年同期に収益計上した３Ｄエフェクトライブラリの大型案件といった特殊要因がなくなり、前年同期比では

減少となりました。海外ライセンス収入については、搭載端末の出荷台数減少によるライセンス収入が減少傾向に

あることに加え、円高の影響で円換算により大幅な減少となりました。受託開発案件については、家電関連のUI受

託開発の大型案件が一旦終了し、ライセンス収入へ移行している事から前年同四半期比で減少となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は911百万円（前年同四半期比21.9％減）となりました。営

業損益につきましては、外注管理の見直し、有望な研究開発テーマへの絞込み等の改善を行いましたが、海外ライ

センス等の高収益な売上高が前年同期を大幅に下回ったことにより248百万円のセグメント利益（前年同四半期比

42.1％減）となりました。 

  

② アプリケーション事業 

当第３四半期連結累計期間においては、サービス領域からの収益獲得の基盤を確立すべく、既存サービスのロイ

ヤリティ収入および運用収益の拡大に注力し、アバター関連のサービス収益が増加いたしました。また、新規顧客

の獲得と既存顧客との取引拡大を目指した営業活動を行い、サービスプラットフォーム受託やサービス開発につい

ても順調に推移いたしました。また、ゲームコンテンツ分野においては、受注活動に注力し当社の技術および製品

を活用した受託開発案件の契約は増加しましたが、当第４四半期以降の売上となるため、仕掛品112百万円を繰り

越すこととなりました。一方、前年同期に収益計上した通信キャリア向け大型受託案件の特殊要因がなくなり、ア

プリケーション事業全体では、前年同期比で減収となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は412百万円（前年同四半期比11.8％減）となりました。営

業損益につきましては、昨年実施した不採算事業からの撤退によるコスト削減効果の影響およびサービスプラット

フォーム受託やサービス開発受託など、新領域からのサービスの拡充による売上増加並びに立体視用ゲームの受託

等による安定的な受注を確保し、当第２四半期以降においては黒字化しております。その結果、前年同四半期に比

べ損失額は大幅に改善され4百万円のセグメント損失（前年同四半期は112百万円の営業損失）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは、現金及び預金が 百万円、仕掛品が 百万円、投資有価証券の取得により 百万円が増加し、

売掛金の回収により 百万円減少したことが主な要因であります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは短期借入金が

百万円、一年内長期借入金が 百万円、長期借入金が 百万円それぞれ増加したことが主な要因でありま

す。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは第三者割

当増資の払い込み等により資本金 百万円、資本剰余金 百万円それぞれ増加し、四半期純損失の計上による利

益剰余金の減少 百万円が主な要因であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、連結、個別ともに平成22年５月13日に公表しました業績

予想から変更はありません。 

207 2,272

274 72 171

265

175 337

100 33 66

32 1,935

97 97

154
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計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。  

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度で使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる損益へ与える影響はありません。  

 ②連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しておりま

す。 

 ③表示方法の変更  

 前第３四半期連結会計期間末において、投資その他の資産に含めて表示しておりました「投資有価証券」は

総資産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間末では区分掲記することとしました。な

お、前第３四半期連結会計期間末の投資その他の資産に含まれる「投資有価証券」は 千円でありま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報

176,051
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,176,471 902,138

売掛金 241,249 507,171

仕掛品 116,987 44,975

その他 52,025 57,766

貸倒引当金 △8,448 △12,819

流動資産合計 1,578,284 1,499,232

固定資産   

有形固定資産 34,554 35,779

無形固定資産   

ソフトウエア 265,489 302,175

その他 2,468 2,627

無形固定資産合計 267,957 304,802

投資その他の資産   

投資有価証券 297,914 126,151

その他 93,978 99,070

投資その他の資産合計 391,892 225,221

固定資産合計 694,404 565,803

資産合計 2,272,689 2,065,036

負債の部   

流動負債   

買掛金 61,800 68,792

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 33,332 －

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 4,766 7,837

その他 69,642 75,273

流動負債合計 269,540 161,902

固定負債   

長期借入金 66,668 －

その他 965 110

固定負債合計 67,633 110

負債合計 337,174 162,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,193,516 1,095,740

資本剰余金 941,038 843,262

利益剰余金 △167,242 △12,907

株主資本合計 1,967,312 1,926,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 145 298

為替換算調整勘定 △31,943 △23,370

評価・換算差額等合計 △31,798 △23,071

純資産合計 1,935,514 1,903,023

負債純資産合計 2,272,689 2,065,036
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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

売上高 1,634,064 1,323,526

売上原価 1,096,090 898,351

売上総利益 537,973 425,175

販売費及び一般管理費 565,017 548,397

営業損失（△） △27,043 △123,222

営業外収益   

受取利息 531 263

助成金収入 1,210 305

その他 1,240 336

営業外収益合計 2,982 905

営業外費用   

支払利息 276 61

株式交付費 60 923

為替差損 17,430 11,838

その他 77 19

営業外費用合計 17,844 12,843

経常損失（△） △41,906 △135,159

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,101 4,369

固定資産売却益 156 －

特別利益合計 7,257 4,369

特別損失   

固定資産除却損 294 253

出資金評価損 4,007 －

減損損失 13,556 11,419

ソフトウエア臨時償却費 2,364 －

特別損失合計 20,223 11,672

税金等調整前四半期純損失（△） △54,872 △142,463

法人税、住民税及び事業税 5,713 3,141

法人税等還付税額 △1,620 －

法人税等調整額 15,724 8,729

法人税等合計 19,817 11,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △154,334

四半期純損失（△） △74,689 △154,334
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △54,872 △142,463

減価償却費 81,646 99,911

減損損失 13,556 11,419

ソフトウエア臨時償却費 2,364 －

出資金評価損 4,007 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,101 △4,369

株式交付費 60 923

受取利息及び受取配当金 △531 △263

支払利息 276 61

為替差損益（△は益） 7,249 2,018

固定資産除却損 294 253

有形固定資産売却損益（△は益） △156 －

売上債権の増減額（△は増加） 288,173 265,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,054 △72,011

仕入債務の増減額（△は減少） △47,216 △6,878

未払又は未収消費税等の増減額 24,602 △19,393

その他 △12,878 14,252

小計 282,420 148,736

利息及び配当金の受取額 531 263

利息の支払額 △324 △914

法人税等の支払額 △5,772 △7,107

法人税等の還付額 1,620 4,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 278,475 145,364

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △8,538 △8,516

有形固定資産の取得による支出 △4,081 △9,877

有形固定資産の売却による収入 139 －

無形固定資産の取得による支出 △111,774 △63,964

投資有価証券の取得による支出 △124,852 △171,917

その他 1,094 △47

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,011 △254,324

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 － 100,000

長期借入れによる収入 － 100,000

社債の償還による支出 △20,000 △10,000

株式の発行による収入 85 194,628

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,915 384,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,412 △9,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,136 265,817

現金及び現金同等物の期首残高 933,784 727,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 937,920 992,853
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 該当事項はありません。 

  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．事業区分の方法の変更 

  従来、ミドルウェア事業に含めて表示しておりました「アバター関連事業」の一部については、当第２四

半期連結会計期間より、アプリケーション事業に含めて表示しております。 

  当社は、製品戦略・サービス戦略・営業戦略を同期させ、迅速で柔軟な意思決定を実施する組織体制とす

る為、従来の開発部単位の組織構造を廃止し、事業の戦略単位毎の部門に統合し、マネジメントの強化を図

る目的で、平成21年7月1日付けでの組織変更を行いました。 

当該組織変更に伴い、今後当社が注力していく「アバター関連事業」について、従来、ミドルウェア事

業に含まれる開発部門であった当該事業の一部を、アプリケーション事業に含まれる事業部門へと移管する

事で、より効率的なマネジメントが行われると判断いたしました。 

上記組織変更に伴う一部事業の主管部門移管の結果、今後のアプリケーション事業の実態をより適正に

反映させる目的で、セグメント区分の変更を行ったものであります。  

 この結果、従来の方法に比較して当第３四半期連結累計期間の売上高は、アプリケーション事業が

千円増加し、ミドルウェア事業が 千円減少しております。また、営業利益は、アプリケーション事業

が 千円増加し、ミドルウェア事業が 千円減少しております。 

  また、第１四半期連結累計期間は、従来の方法によっており、変更後の場合によった場合に比べ、売上高

は、アプリケーション事業が805千円少なく、ミドルウェア事業が805千円多く計上されております。また、

営業損失は、アプリケーション事業が21千円多く、営業利益は、ミドルウェア事業が21千円多く計上されて

おります。 

  

[所在地別セグメント情報] 

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ミドルウェア 

事業 
（千円） 

アプリケー 
ション事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高  1,166,504  467,559  1,634,064  －  1,634,064

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22,618  10,143  32,762 (32,762) － 

計  1,189,122  477,703  1,666,826 (32,762)  1,634,064

営業利益（又は営業損失

（△）） 
 428,583  △112,183  316,399 (343,443)  △27,043

事業区分 主要製品 

ミドルウェア事業 
ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシステム構築、

開発 

アプリケーション事業 モバイルコンテンツの企画及び開発 

57,521

57,521

13,923 13,923
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[海外売上高]  

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)欧州・・・スウェーデン他 

(2)北米・・・アメリカ合衆国 

(3)アジア・・・韓国他 

      ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は各事業を統括する組織体制として事業部を設置し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は事業部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「ミドルウェア事

業」、「アプリケーション事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ミドルウェア事業」は、ミドルウェアのライセンス供給、モバイル機器等向けのシステム構築、開発

を行っております。 

 「アプリケーション事業」は、モバイルコンテンツの企画及び開発を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

   （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  欧州 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  122,533  205,338  40,462  368,335

Ⅱ 連結売上高（千円） －  －  －   1,634,064

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.5  12.6  2.5  22.5

  
ミドルウェア 

事業 
（千円） 

アプリケー 
ション事業 
（千円） 

合計 
（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高  911,038  412,488  1,323,526

セグメント間の内部売上高又は振替高  15,716  525  16,241

計  926,754  413,013  1,339,768

セグメント利益（又はセグメント損失

（△）） 
 248,161  △4,857  243,303

利益 
金額 

（千円） 

報告セグメント計  243,303

全社費用（注）  △366,526

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △123,222
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

 「ミドルウェア事業」セグメントにおいて、Mobile 3DGraphics API2.0の開発を中断したことに伴い、

当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。なお、当該

減損損失の計上は、当第３四半期連結累計期間においては11,419千円であります。  

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「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。  

  

  

  当社は、平成22年11月29日付で、株式会社ディー・エヌ・エーから第三者割当増資の払い込みを受けました。

この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が81,688千円、資本準備金が81,688千円増加し、当第３四

半期連結会計期間末において資本金が1,193,516千円、資本準備金が941,038千円となっております。 

  

  

（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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