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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 307 △4.8 △170 ― △172 ― △173 ―
23年3月期第1四半期 323 △51.3 △145 ― △151 ― △152 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △168百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △150百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △5,612.33 ―
23年3月期第1四半期 △5,319.20 ―

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

24年3月期第1四半期 2,349 2,019 85.9 65,185.74
23年3月期 2,534 2,187 86.3 70,640.68
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,019百万円 23年3月期  2,187百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 2,060 △6.8 △200 ― △200 ― △205 ― △6,620.81



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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］ 
3ページ 「1.当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 30,974 株 23年3月期 30,963 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 30,971 株 23年3月期1Q 28,729 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及びその後の電力

供給不足による生産面の制約や、自粛ムードの広がりによる消費マインドの低下などの影響を大きくうけることと

なりました。また、米国では個人消費の低迷等に起因する景気の減速、欧州ではギリシャ等の財政問題による景気

悪化懸念が広がるなど、企業を取り巻く国内外の環境は先行き不透明な状況となっております。さらに、雇用情勢

は依然として厳しい状況が続いた上に、東日本大震災の影響も加わり、個人消費は低調に推移しました。 

  このような環境の中、当社グループ（当社及び連結子会社）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・海外市場において、スマートフォンの急速な拡大が続く一方で、フィーチャーフォン（従来型の

多機能携帯電話端末）の出荷台数は減少し、将来的にはその市場シェアは逆転するものと想定しております。 

  事業環境が急速に変化していく中、当社グループは中期的な戦略として、従来のフィーチャーフォンを中心とし

た携帯端末の出荷台数のみに左右されないビジネスモデルを構築すべく、市場の変化に対応した更なる製品開発と

事業展開、及び携帯端末以外のデジタル家電機器分野等への事業展開の拡大を図っております。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拡大を目指し、サービス

プラットフォームとして技術提供・サービス提供を一層強化しております。 

  ミドルウェア事業においては、主力製品である「マスコットカプセル（MascotCapsule®）」の機能拡張製品や

Android向け製品・ソリューションの開発、携帯端末向けのグラフィックス関連製品を充実させるとともに、描画

処理の高速化と高い表現力を実現し、立体視にも対応した３D描画エンジン「マスコットカプセル イラプションST

（MascotCapsule® eruptionST）」の採用も順調に推移しております。また、デジタル家電分野及び車載機器分野

等への「マスコットカプセルUIフレームワーク（MascotCapsule® UI Framework）」を活用した事業拡大を推進

し、受託開発及びライセンス収入が本格化しております。 

  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

ン力等を活かし、サービスのプラットフォームに「マスコットカプセル」の技術を活用したアバター関連事業や通

信キャリアからのサービス領域への技術提供を拡大し、またそれに併せたコンテンツの提供を積極的に取り組んで

おります。 

  以上の施策の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は307百万円（前年同期比4.8％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

上を図りましたが、ライセンス収入等の売上高が減少したことにより、170百万円の営業損失（前年同期は145百万

円の営業損失）となりました。経常損益につきましては、為替差損1百万円が発生したこと等から、172百万円の経

常損失（前年同期は151百万円の経常損失）となりました。四半期純損益につきましては、173百万円の四半期純損

失（前年同期は152百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 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１四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外のライセンス収入は、スマートフ

ォンの出荷台数が急速に増加する中で、「マスコットカプセル」搭載端末であるフィーチャーフォンの出荷台数が

低下したことにより減少いたしました。情報家電分野、通信事業分野での受託開発収入は前年同期比で大幅に増加

したものの、ライセンス収入の減少を吸収しきれず、ミドルウェア事業全体では前年同期比で減収となりました。

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は231百万円（前年同期比9.9％減）となりました。営業損益に

つきましては、コストダウンの徹底と業務効率化に継続して取り組んでおりますが、高利益率のライセンス収入が

前年同期比で減少した影響により11百万円のセグメント利益（前年同期比65.1％減）となりました。 

  

 ② アプリケーション事業 

  当第１四半期連結累計期間においては、ゲームコンテンツ分野の売上高は前年同期比で減少したものの、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たことに加え、新領域でのアバター関連のサービス収入が前

年同期比で増加したことにより、アプリケーション事業全体では前年同期比で増収となりました。 

  これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、76百万円（前年同期比15.2％増）となりました。営業損

益につきましては、サービス収入の増加による増益要因があったものの、受託開発による受注損失引当金17百万円

を繰り入れたことにより54百万円のセグメント損失（前年同期は49百万円のセグメント損失）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりまし

た。これは売掛金が 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 百万円減少し、 百万円となりました。これは未払消費税等が

百万円減少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 百万円減少し、 百万円となりました。これは四半期純損

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24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23年５月12日に公表しました業績

予想から変更はありません。 

 なお、当社グループでは、平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想の開示を控えさせていただいておりま

す。当社グループの主要な事業であり、利益に直結するライセンス販売の売上は、顧客より送付される出荷台数報

告書の到着をもって計上されますが、この報告書につきましては、通年ベースでは過去の傾向から期末日までの所

定数の入手が予定できるものの、海外顧客からの四半期毎の到着時期は、顧客都合等により当社グループの予想と

乖離し売上計上の時期がずれ、第２四半期累計期間の業績が大きく変動する可能性があり、信頼性の高い中間期の

業績予想を算出することは極めて困難であると考えております。平成24年３月期第２四半期累計期間の業績見通し

につきましては、第２四半期累計期間の計上が確定する10月下旬を目処として開示させていただく予定です。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

185 2,349

206

17 330

26

168 2,019

173

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,417,966 1,406,785

売掛金 414,934 208,469

仕掛品 14,200 55,858

繰延税金資産 480 618

その他 48,059 40,426

貸倒引当金 △10,607 △5,395

流動資産合計 1,885,033 1,706,762

固定資産   

有形固定資産 35,520 35,381

無形固定資産   

ソフトウエア 206,828 199,815

その他 2,415 2,364

無形固定資産合計 209,244 202,179

投資その他の資産   

投資有価証券 317,887 317,871

その他 87,103 87,099

投資その他の資産合計 404,991 404,971

固定資産合計 649,755 642,532

資産合計 2,534,789 2,349,294

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,567 54,418

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 33,332 33,332

未払法人税等 8,540 2,176

受注損失引当金 3,343 19,931

その他 90,886 69,992

流動負債合計 279,670 279,850

固定負債   

長期借入金 66,668 50,002

繰延税金負債 94 89

その他 1,108 288

固定負債合計 67,871 50,380

負債合計 347,542 330,231
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,205,581 1,205,960

資本剰余金 953,104 953,482

利益剰余金 63,143 △110,679

株主資本合計 2,221,829 2,048,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 136 125

為替換算調整勘定 △34,718 △29,825

その他の包括利益累計額合計 △34,582 △29,700

純資産合計 2,187,247 2,019,063

負債純資産合計 2,534,789 2,349,294
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 323,401 307,951

売上原価 278,303 291,043

売上総利益 45,098 16,908

販売費及び一般管理費 190,216 187,058

営業損失（△） △145,118 △170,150

営業外収益   

受取利息 27 20

助成金収入 203 －

その他 73 125

営業外収益合計 304 145

営業外費用   

支払利息 35 790

株式交付費 124 187

為替差損 6,068 1,086

その他 11 0

営業外費用合計 6,240 2,064

経常損失（△） △151,053 △172,069

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,467 －

特別利益合計 4,467 －

特別損失   

固定資産除却損 253 －

特別損失合計 253 －

税金等調整前四半期純損失（△） △146,839 △172,069

法人税、住民税及び事業税 999 1,828

法人税等調整額 4,979 △75

法人税等合計 5,978 1,753

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △152,817 △173,822

四半期純損失（△） △152,817 △173,822
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △152,817 △173,822

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △317 △10

為替換算調整勘定 2,628 4,892

その他の包括利益合計 2,310 4,882

四半期包括利益 △150,507 △168,940

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △150,507 △168,940

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30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（△） △146,839 △172,069

減価償却費 23,502 31,352

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 16,587

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,467 △5,213

株式交付費 124 187

受取利息及び受取配当金 △27 △20

支払利息 35 790

為替差損益（△は益） 4,002 210

固定資産除却損 253 －

売上債権の増減額（△は増加） 262,540 206,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,310 △41,658

仕入債務の増減額（△は減少） △18,528 10,850

未払又は未収消費税等の増減額 △23,962 △26,326

その他 11,535 8,138

小計 94,858 29,637

利息及び配当金の受取額 27 20

利息の支払額 △33 △1,078

法人税等の支払額 △5,861 △4,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,990 24,347

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 △3,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △2,203 △2,972

無形固定資産の取得による支出 △28,037 △20,851

その他 △2 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,243 △26,823

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △16,666

社債の償還による支出 △10,000 －

株式の発行による収入 31,500 569

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,500 △16,096

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,662 4,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,585 △14,181

現金及び現金同等物の期首残高 727,036 1,230,742

現金及び現金同等物の四半期末残高 802,622 1,216,560
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）   

１．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 

  

 ２．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。 

  

 ３．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 

 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）セグメント情報等

  
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  257,222  66,179  323,401

   セグメント間の内部売上高又は振替高  4,266  215  4,481

計  261,488  66,395  327,883

 セグメント利益（又はセグメント損失（△））  34,306  △49,781  △15,474

利益 
金額 

（千円） 

 報告セグメント計  △15,474

 全社費用（注）  △129,643

 四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △145,118
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）   

１．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 

  

 ２．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。 

  

 ３．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 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

   

  
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  231,731  76,220  307,951

   セグメント間の内部売上高又は振替高  5,221  770  5,992

計  236,952  76,991  313,943

 セグメント利益（又はセグメント損失（△））  11,987  △54,432  △42,444

利益 
金額 

（千円） 

 報告セグメント計  △42,444

 全社費用（注）  △127,705

 四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △170,150

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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